
アドン

分類 技名 コマンド 備考

必殺技

ジャガーキック☆ ＋K AB

ジャガーキック(空)☆ (垂Jor前 J) ＋K

ライジングジャガー☆ ＋K

ジャガートゥース☆ ＋K AB

スーパーコンボ

ジャガーバリードアサ

ルト[1]
×2＋P

サウザンドジャガー [1]→P連打

アサシンジャガー [1]→K

ウルトラコンボ
ジャガーリボルバー ×2＋KKK AB

ジャガーアバランチ ×2＋KKK AB

通常投げ
ジャガーキャリー (近) orN＋弱PK

ジャガースラム (近) ＋弱PK

特殊技 ジャガークランチ ＋中P 中段技

アベル

分類 技名 コマンド 備考

必殺技

チェンジオブディレク

ション☆[1]
＋P

EX版はアーマー属

性

セカンドミドル[2] [1]→ ＋P 中段

セカンドロー[3] [1]→ ＋K 下段

フィニッシュミドル [2]or[3]→ ＋P AB・中段

フィニッシュロー [2]or[3]→ ＋K AB・下段

ホイールキック☆ ＋K AB

マルセイユローリング

☆
＋K

スカイフォール☆ ＋P

トルネードスルー☆ ＋P

スーパーコンボ 無心 ×2＋P AB

ウルトラコンボ

無我 ×2＋PPP AB

無空 ×2＋KKK

KKK押しっぱなしで

突進タイミングが

変化・Pでタメ動作

キャンセル・アー

マー属性

通常投げ
内股投げ (近) orN＋弱PK

体落とし投げ (近) ＋弱PK

特殊技 前蹴り ＋中K
ダッシュキャンセ

ル可



いぶき

分類 技名 コマンド 備考

必殺技

苦無☆ (空) ＋P 落下中に霞朱雀で追可

築地越え ＋P
頂点付近で苦無or霞朱

雀で追可

首折り☆ ＋P AB

雷打☆ ＋P AB

霞駆け ＋K

風斬り☆ ＋K EX版は苦無で追可

旋☆[1] ＋K

追加攻撃 [1]→Kor ＋K Kで上段、 ＋Kで下段

飛燕☆ ＋K
落下中に苦無or霞朱雀

で追可

スーパーコンボ 霞朱雀 (空) ×2＋P

ウルトラコンボ
鎧通し ×2＋PPP

破心衝 ×2＋KKK AB

通常投げ

闇葛 (近) orN＋弱PK

浮き闇 (近) ＋弱PK

翔び猿 (空近)弱PK

特殊技

場面 ＋中P

追裏拳 (遠)強P→強P

巻き蹴り ＋弱K

裏巻き蹴り ＋中K

頭砕き ＋中K 中段技

砂斬 ＋中K

梵鐘蹴り ＋強K

ハイジャンプ (入力後すばやくJ)

ターゲットコンボ1 (J)強 P→ ＋中K

ターゲットコンボ2 (斜 J)弱 P→ ＋強P

ターゲットコンボ3 (斜 J)弱 K→ ＋中K

ターゲットコンボ4 (近)弱 P→中P→強P

ターゲットコンボ5
(遠)弱 P→中P→ ＋弱

K

ターゲットコンボ6
(近)弱 P→中P→ ＋強

K→強K

ターゲットコンボ7 ＋中K→ ＋中K

ターゲットコンボ8
(近)強 P→＋ 強K→強

K

ターゲットコンボ9 弱K→中K→強K



E. 本田

分類 技名 コマンド 備考

必殺技

百裂張り手☆ P連打

スーパー頭突き☆ タメ ＋P AB

スーパー百貫落とし☆ タメ ＋K

大銀杏投げ☆ ＋P

スーパーコンボ 鬼無双 タメ ＋P

ウルトラコンボ
スーパー鬼無双 タメ ＋PPP AB

震・大蛇砕き 2回転＋PPP

通常投げ
さば折り (近) orN＋弱PK

俵投げ (近) ＋弱PK

特殊技
四股踏み ＋強K 中段技

ターゲットコンボ (近)中P→ ＋強K

エル・フォルテ

分類 技名 コマンド 備考

必殺技

アバネロダッシュ☆[1] ＋P

急停止 [1]→弱P

トスターダプレス [1]→中P

ファヒータバスター [1]→強P

バックステップ [1]→弱K

ゴルディータソバット [1]→中K

カラマレスライディング [1]→強K

アバネロバックダッシュ☆[2] ＋P

急停止 [2]→弱P

トスターダプレス [2]→中P

プロペラトルティーヤ [2]→強P

ピカディーリョジャンプ [2]→K

ケサディーヤボム☆ Kタメて離す AB

ワカモーレレッグスルー☆ ＋K

スーパーコンボ エル・フォルテダイナマイト ×2＋K

ウルトラコンボ
エル・フォルテギガバスター ×2＋KKK

エル・フォルテウルトラスパーク ×2＋KKK

通常投げ

テパッチェ･ボム (近) orN＋弱PK

チレ･メヒカーノ (近) ＋弱PK

スカイ・ソルプレッサ･トラップ (空近)弱PK

特殊技

浴びせ蹴り ＋中K 中段技

三角跳び[3] (J壁付近)

トスターダプレス [3]→(跳ねる瞬間)中P

ファヒータバスター [3]→(跳ねる瞬間強P

ターゲットコンボ (遠)中K→中K



ガイ

分類 技名 コマンド 備考

必殺技

崩山斗☆ ＋P AB

武神旋風脚☆ ＋K

武神イズナ落とし☆ ＋P→P
相手との距離が遠い場

合肘落とし

疾駆け☆[1] ＋K

急停止 [1]→＋弱K

影すくい [1]→＋中K

首狩り [1]→＋強K

回転イズナ落とし☆ (空) ＋P

スーパーコンボ 武神八双拳 ×2＋P

ウルトラコンボ
武神轟雷旋風陣 ×2＋KKK AB

武神無双蓮華 ×2＋PPP

通常投げ
つかみ投げ (近) orN＋弱PK

背負い投げ (近) ＋弱PK

特殊技

肘落とし (J) ＋中P

鎌鼬 ＋強K

首砕き ＋中P 中段技

武神獄鎖拳 弱P→中P→強P→強K 強Kを ＋強Kで投げ

三角跳び (J壁付近)

ターゲットコンボ 中P→強P

ガイル

分類 技名 コマンド 備考

必殺技
ソニックブーム☆ タメ ＋P

サマーソルトキック☆ タメ ＋K AB

スーパーコンボ ダブルサマーソルト タメ ＋K

ウルトラコンボ
サマーソルトエクスプロージョン タメ ＋KKK

ソニックハリケーン タメ ＋PPP

通常投げ

ドラゴンスープレックス (近) orN＋弱PK

ジュードースルー (近) ＋弱PK

フライングメイヤー (空近) orN＋弱PK

フライングバスタードロップ (空近) ＋弱PK

特殊技

チョッピングストレート ＋中P 中段技

スピニングバックナックル ＋強P

ニーバズーカ or ＋弱K

ローリングソバット or ＋中K

リバーススピンキック (近) or ＋強K

ガイルハイキック ＋強K

シェイズオブグローリー ＋強PK

ターゲットコンボ (屈)中 K→ 中P



キャミィ

分類 技名 コマンド 備考

必殺技

キャノンスパイク☆ ＋K

スパイラルアロー☆ ＋K

アクセルスピンナック

ル☆
＋P

AB・端で当てた場合特

定の技で追可

フーリガンコンビネー

ション☆[1]
＋P

レイザーエッジスライ

サー
[1]→入力なし

フェイタルレッグツイ

スター
[1]→(対地近)弱PK

クロスシザースプレッ

シャー
[1]→(対空近)弱PK

キャノンストライク☆ (前J) ＋K EX版は空中可

スーパーコンボ
スピンドライブスマッ

シャー
×2＋K

ウルトラコンボ

ジャイロドライブス

マッシャー
×2＋KKK

CQC ×2＋PPP 当身技

通常投げ

フーリガンスープレッ

クス
(近) orN＋弱PK

フランケンシュタイ

ナー
(近) ＋弱PK

フライングネックハン

ト
(空近)弱PK

C. ヴァイパー

分類 技名 コマンド 備考

必殺技

サンダーナックル☆ ＋P AB・PPでキャンセル可

バーニングキック☆ ＋K 空中可

セイスモハンマー☆ ＋P PPでキャンセル可

スーパーコンボ
エマージェンシーコン

ビネーション
×2＋P

ウルトラコンボ
バーストタイム ×2＋PPP AB

バーニングダンス (空) ×2＋KKK AB

通常投げ
アブフィットネス (近) orN＋弱PK

テンプルマッサージ (近) ＋弱PK

特殊技

ヴァイパーエルボー ＋中P 中段技

ダブルキック ＋強K

ハイジャンプ (入力後すばやくJ)



ケン

分類 技名 コマンド 備考

必殺技

波動拳☆ ＋P

昇龍拳☆ ＋P

竜巻旋風脚☆ ＋K AB

空中竜巻旋風脚☆ (空) ＋K

スーパーコンボ 昇龍裂破 ×2＋P

ウルトラコンボ
神龍拳 ×2＋PPP AB

紅蓮旋風脚 ×2＋KKK AB

通常投げ
背負い投げ (近) orN＋弱PK

地獄車 (近) ＋弱PK

特殊技

稲妻カカト割り ＋中K 中段

踏み込み前蹴り ＋中K

紫電カカト落とし ＋強K 中段・押しっぱなしで

フェイント

ターゲットコンボ (近)中P→強P

元

分類 技名 コマンド 備考

必殺技(喪流)
百連勾☆ P連打 AB

逆瀧☆ ＋K ヒット後Kで追攻

必殺技(忌流)

蛇穿☆ タメ ＋P

徨牙☆[1] タメ ＋K

急停止 [1]→

近距離蹴り [1]→ orN AB

遠距離蹴り [1]→ or AB

天井張り付き[2] [1]→ or or

真下蹴り [2]→ AB

超近距離右方向蹴り [2]→ or AB

超近距離左方向蹴り [2]→ or AB

スーパーコンボ(喪流) 惨影 ×2＋P AB

スーパーコンボ(忌流) 蛇咬叭 ×2＋K

ウルトラコンボ(喪流)
絶影 ×2＋PPP AB

死点穴 ×2＋PPP AB

ウルトラコンボ(忌流)
龍咬叭 ×2＋KKK

啼牙 (空) ×2＋KKK AB

通常投げ
囚掠 (近) orN＋弱PK

封前 (近) ＋弱PK

特殊技(喪流) 流派切り替え・忌流 (喪流)KKK 中段

特殊技(忌流)
流派切り替え・喪流 (忌流)PPP

脊断 (空)強 K→強K



豪鬼

分類 技名 コマンド 備考

必殺技

豪波動拳☆ ＋P

灼熱波動拳☆ ＋P

斬空波動拳☆ (空) ＋P

豪昇龍拳☆ ＋P

竜巻斬空脚☆ ＋K

空中竜巻斬空脚☆ (空) ＋K

百鬼襲☆[1] ＋K

百鬼豪斬 [1]→入力なし

百鬼豪衝 [1]→P AB

百鬼豪刃 [1]→K

百鬼豪砕 [1]→弱PK

阿修羅閃空 or ＋PPPorKKK

スーパーコンボ 瞬獄殺 弱P･弱 P･ ･弱 K･強 P

ウルトラコンボ
真･瞬獄殺 弱P･弱 P･ ･弱 K･強 P

天衝海轢刃 ＋KKK AB・阿修羅閃空キャン発動可

通常投げ
豪衝破 (近) orN＋弱PK

朱裂刀 (近) ＋弱PK

特殊技
頭蓋破殺 ＋中P 中段技

天魔空刃脚 (前J頂点)＋ 中K

剛拳

分類 技名 コマンド 備考

必殺技

剛波動拳☆ ＋P 押しっぱなしで多段

閃空剛衝波☆ ＋P AB

竜巻剛螺旋☆ ＋K

空中竜巻旋風脚☆ (空) ＋K

百鬼襲☆[1] ＋K

百鬼剛斬 [1]→入力なし

百鬼剛壁 [1]→P

百鬼剛刃 [1]→K

百鬼剛砕 [1]→弱PK

金剛身☆ ＋PorK AB・当身 P上中、K下、EX全

スーパーコンボ 禁じ手･昇龍拳 ×2＋P AB

ウルトラコンボ
真･昇龍拳 ×2＋PPP AB

電刃波動拳 ×2＋KKK KKK 押しっぱ変化

通常投げ
雷光投脚 (近) orN＋弱PK

天嵐 (近) ＋弱PK ダメージ無・追打可

特殊技
鎖骨砕き ＋中P 中段技

天魔空刃脚 (前J頂点) ＋中K



コーディー

分類 技名 コマンド 備考

必殺技

バッドストーン☆ ＋P

ナイフ所持時不可・押

しっぱなしで攻撃力アッ

プ

クリミナルアッパー☆ ＋P

ラフィアンキック☆ ＋K AB

ゾンクナックル☆ Pタメて離す AB

スーパーコンボ デッドエンドアイロニー ×2＋K

ウルトラコンボ
ファイナルディストラクション ×2＋PPP AB

ラストドレッドダスト ×2＋PPP

通常投げ
プリズナースルー (近) orN＋弱PK

バッドスタンプ (近) ＋弱PK

特殊技

フェイクスルー ＋強PK

ナイフ拾い ＋PPP
地面のナイフに重なって

いる時

ナイフ投げ (ナイフ所持) ＋P

ナイフ攻撃 (ナイフ所持)P

バッドスプレー (受身可能時) ＋P

ストマックブロー ＋中P

クラックキック ＋強K

ジャウクラッシャー ＋中P

ハンマーフック ＋強P

サガット

分類 技名 コマンド 備考

必殺技

タイガーショット☆ ＋P

グランドタイガーショット☆ ＋K

タイガーアッパーカット☆ ＋P

タイガーニークラッシュ☆ ＋K AB

アングリーチャージ
×2＋P(S.Cゲージ

1/4使用)

発動後、初回タイガー

アッパーカーットの性

質変化

スーパーコンボ タイガージェノサイド ×2＋K

ウルトラコンボ
タイガーディストラクション ×2＋KKK

タイガーキャノン ×2＋PPP

通常投げ
タイガーレイジ (近) orN＋弱PK

タイガーキャリー (近) ＋弱PK

特殊技

ヘビータイガーエルボー ＋強P 中段技

ステップローキック ＋弱K

ステップハイキック ＋強K

フェイクキック (立強K開始時)強 K



さくら

分類 技名 コマンド 備考

必殺技

波動拳☆ ＋P 押しっぱ性質変化

咲桜拳☆ ＋P

春風脚☆ ＋K AB

空中春風脚☆ (空) ＋K

さくら落とし☆ ＋K ヒット時 P3回追可

スーパーコンボ 春一番 ×2＋K

ウルトラコンボ

春爛漫 ×2＋KKK AB

真空波動拳 ×2＋PPP

真空天仰波動拳 ×2＋KKK

通常投げ
セーラーシュート (近) orN＋弱PK

跳馬投げ (近) ＋弱PK

特殊技 フラワーキック ＋中K 中段技

ザンギエフ

分類 技名 コマンド 備考

必殺技

スクリューパイルドラ

イバー☆
1回転＋P

バニシングフラット☆ ＋P

ダブルラリアット PPP

クイックダブルラリ

アット
KKK

フライングパワーボム

☆
1回転＋K

(近)アトミックス―プ

レックス

スーパーコンボ
ファイナルアトミック

バスター
2回転＋P

ウルトラコンボ

アルティメットアト

ミックバスター
2回転＋PPP

シベリアンブリザード (空)2回転＋KKK

通常投げ
ボディスラム (近) orN＋弱PK

ブレーンバスター (近) ＋弱PK

特殊技

フライングボディープ

レス
(斜J) ＋強P

ダブルニードロップ (斜J) ＋弱K

ヘッドバッド (垂J) ＋中Por強 P

ロングキック ＋強K



T. ホーク

分類 技名 コマンド 備考

必殺技

メキシカンタイフーン 1回転＋P

トマホークバスター☆ ＋P

コンドルダイブ☆ (垂Jor前 J)PPP

AB・EXコンドルダイブ

はEXトマホークバス

ター上昇中のみ可

コンドルスパイア☆ ＋P EX版はAB

スーパーコンボ ダブルタイフーン 2回転＋P

ウルトラコンボ
レイジングタイフーン 2回転＋PPP

レイジングスラッシュ ×2＋PPP

通常投げ

ネックハンギングツ

リー
(近) orN＋弱PK

メキシカンスルー (近) ＋弱PK

特殊技

へヴーボディプレス (斜J) ＋強P

へヴーショルダー (斜J) ＋中P

スラストビーク ＋弱P

ジュリ

分類 技名 コマンド 備考

必殺技

風破刃 ＋K K押で溜め、離すと解放

疾空閃☆[1] (空) ＋K AB

弐の閃☆[2] [1]→K ヒットorガード時のみ

参の閃 [2]→K ヒットorガード時のみ

穿風車☆ ＋K

化殺視☆ ＋P
当身技（ボタンで方向

が変わる）

スーパーコンボ 風破連刃 ×2＋K

ウルトラコンボ
風水エンジン ×2＋PPP

通攻が弱中強で TCにな

る

回旋断界落 ×2＋KKK AB

通常投げ
苛連脚 (近) orN＋弱PK

圧殺脚 (近) ＋弱PK

特殊技 刹空 ＋中K 中段



セス

分類 技名 コマンド 備考

必殺技

ソニックブーム☆ ＋P

昇龍拳☆ ＋P 3回連続入力可

百裂脚☆ ＋K AB

丹田エンジン☆ ＋P EX版はAB・SCG2消費

スクリューパイルドラ

イバー☆
1回転＋P

ヨガテレポート
or ＋

PPPorKKK

スーパーコンボ 丹田ストーム ×2＋P

ウルトラコンボ
丹田ストリーム ×2＋PPP AB

丹田タイフーン ×2＋PPP AB

通常投げ
ジェノサイドシュート (近) orN＋弱PK

デススルー (近) ＋弱PK

特殊技

鷹爪脚 (J) ＋中K 3回連続入力可

天魔空刃脚 (前J頂点) ＋強K

三角飛び (J壁付近)



ダットリー

分類 技名 コマンド 備考

必殺技

ジェットアッパー☆ ＋P

マシンガンブロー☆ ＋P

クロスカウンター☆ ＋P 当身技

ショートスイングブ

ロー☆
＋K

ダッキング[1] ＋K

ダッキングストレート [1]→P AB

ダッキングアッパー [1]→K

サンダーボルト☆ タメ ＋K

スーパーコンボ ロケットアッパー ×2＋P

ウルトラコンボ

ローリングサンダー ×2＋KKK

コークスクリュークロ

ス
×2＋PPP AB

通常投げ
レバークラッシャー (近) orN＋弱PK

ダイナマイトスルー (近) ＋弱PK

特殊技

スリッピングジャブ ＋弱P

ストマックブロー ＋中P

レバーブロー ＋中K

ステップストレート ＋強P

ダートショット ＋強K

ターゲットコンボ1 ＋弱P→中P

ターゲットコンボ2 (屈)弱 K→中K

ターゲットコンボ3 ＋強K→中K

ターゲットコンボ4 弱P→中P→中K

ターゲットコンボ5
中Por ＋中K→中K→

強P

ターゲットコンボ6
(屈)弱 K→ ＋中P→

＋強P

ターゲットコンボ7 中K→強K→強P

ターゲットコンボ8 弱K→中K→中P→強P

勝利の薔薇 ＋強PK



ダルシム

分類 技名 コマンド 備考

必殺技

ヨガファイア☆ ＋P

ヨガフレイム☆ ＋P AB

ヨガブラスト☆ ＋K

ヨガテレポート
or ＋

PPPorKKK
空中可

スーパーコンボ ヨガインフェルノ ×2＋P

ウルトラコンボ
Yカタストロフィー ×2＋PPP

ヨガシャングリラ (空) ×2＋PPP

通常投げ
ヨガスマッシュ (近) orN＋弱PK

ヨガスルー (近) ＋弱PK

特殊技

ドリルキック (空) ＋K

ドリル頭突き (空) ＋強P

ヨガタワー ＋PPP

ダン

分類 技名 コマンド 備考

必殺技

我道拳☆ ＋P

晃龍拳☆ ＋P

断空脚☆ ＋K AB

空中断空脚☆ (空) ＋K

スーパーコンボ
必勝無頼拳 ×2＋P

挑発伝説 ×2＋強PK

ウルトラコンボ
疾走無頼拳 ×2＋PPP

覇王我道拳 ×2＋KKK

通常投げ
我道突き (近) orN＋弱PK

サイキョー払腰 (近) ＋弱PK

特殊技
ジャンプ挑発 (空)強 PK

しゃがみ挑発 ＋強PK



春麗

分類 技名 コマンド 備考

必殺技

百裂脚☆ K連打

気功拳☆ タメ ＋P

覇山蹴☆ ＋K 中段技

スピニングバードキッ

ク☆
タメ ＋K AB

スーパーコンボ 千裂脚 タメ ＋K

ウルトラコンボ
鳳扇華 タメ ＋KKK AB

気功掌 ×2＋PPP

通常投げ

虎襲投 (近) orN＋弱PK

麒麟襲 (近) ＋弱PK

龍星落 (空近)弱PK

特殊技

鶴脚落 ＋強K

後方回転脚 ＋弱K

鶴旋蹴 ＋中K

金的蹴[1] ＋中K

天空脚[2] [1]→中K

天昇脚 [2]→ ＋中K

鷹爪脚 (J) ＋中K 3回可

三角跳び (J壁付近)

ターゲットコンボ (斜J)強 P→強P

ディージェイ

分類 技名 コマンド 備考

必殺技

エアスラッシャー☆ タメ ＋P

ダブルローリングソ

バット☆
タメ ＋K AB

ジャックナイフマキシ

マム☆
タメ ＋K

マシンガンアッパー☆ タメ ＋P連打 AB

スーパーコンボ ソバットカーニバル タメ ＋K

ウルトラコンボ

ソバットフェスティバ

ル
タメ ＋KKK

クライマックスビート タメ ＋PPP AB

通常投げ

スイングオーバーラン

チ
(近) orN＋弱PK

フリィプスロー (近) ＋弱PK

特殊技 ニーショット (斜J) ＋弱K



バイソン

分類 技名 コマンド 備考

必殺技

ダッシュストレート☆ タメ ＋P

ダッシュアッパー☆ タメ ＋K

ダッシュグランドスト

レート☆
タメ ＋P

ダッシュグランドス

マッシュ☆
タメ ＋K AB

ダッシュスウィングブ

ロー☆

タメ ＋P押しっぱな

し
AB・中段

バッファローヘッド☆ タメ ＋P

ターンパンチ PPPorKKKタメて離す AB

スーパーコンボ Cバッファロー タメ ＋PorK AB

ウルトラコンボ

バイオレンスバッファ

ロー

タメ ＋

PPPorKKK
AB

ダーティブル 2回転+PPP

通常投げ
ヘッドボマー (近) orN＋弱PK

レバーブレイク (近) ＋弱PK

ハカン

分類 技名 コマンド 備考

必殺技

オイルシャワー☆ ＋K
一部の技性能が変化・

防御力アップ

オイルスライディング

☆[1]
＋P AB

ボディープレス ([1]ヒット前)P

オイルロケット☆ 1回転＋P

オイルダイブ☆ 1回転＋K タメ可

スーパーコンボ
フライングオイルスピ

ン
×2＋K タメ可

ウルトラコンボ

オイルコースター 2回転＋PPP

オイルコンビネーショ

ンホールド
＋KKK

通常投げ

ハカンスルー (近) orN＋弱PK

ハカンリバース (近) ＋弱PK

ハカンストンプ (空近)弱PK

特殊技

ガードポジション ＋PPP

ハカンスマッシュ ＋弱P

ハカンタックル ＋中P

ハカンスピア ＋強P

ステップロー ＋弱K

フロントキック ＋中K

ステップニー ＋強K



バルログ

分類 技名 コマンド 備考

必殺技

ローリングクリスタル

フラッシュ☆
タメ ＋P

スカーレットテラー☆ タメ ＋K AB

スカイハイクロー☆ タメ ＋P EX版はAB

フライングバルセロナ

アタック☆[1]

タメ ＋K(三角跳び

後Pで追加攻撃)

イズナドロップ☆ [1]→(近) or ＋P

爪外し ＋P EX版は仮面外し

スーパーコンボ

フラインブバルセロナ

スペシャル[2]

タメ ＋K(三角

跳び後Pで追加攻撃)

ローリングイズナド

ロップ
[2]→(近) or ＋P

ウルトラコンボ

ブラッディーハイク

ロー
タメ ＋KKK AB

スプレンディッドク

ロー
タメ ＋KKK AB

通常投げ

レインボースープレッ

クス
(近) orN＋弱PK

クレセントライン (近) ＋弱PK

スターダストドロップ (空近)弱PK

特殊技

ピースオブマーキュ

リー
＋中K 中段技

コズミックスマート ＋強K

バックスラッシュ PPP

ショートバックスラッ

シュ
KKK

三角跳び (J壁付近)

フェイロン

分類 技名 コマンド 備考

必殺技

烈火拳☆ ＋P 3回連続入力可

熾炎脚☆ ＋K

烈空脚☆ ＋K 初段だけAB

転身☆ ＋K

スーパーコンボ 烈火真拳 ×2＋P

ウルトラコンボ
烈火真撃 ×2＋PPP

逆鱗拳 ×2＋KKK 当身技

通常投げ
襲首刈 (近) orN＋弱PK

天昇頭砕脚 (近) ＋弱PK

特殊技
直下落踵 ＋中K 中段技

遠撃蹴 ＋強K



ブランカ

分類 技名 コマンド 備考

必殺技

ローリングアタック☆ タメ ＋P AB

バックステップローリ

ング☆
タメ ＋K

バーチカルローリング

☆
タメ ＋K

エレクトリックサン

ダー☆
P連打

スーパーコンボ
グランドシェイブロー

リング
タメ ＋P

押しっぱなしでタイミ

ング変化

ウルトラコンボ

ライトニングキャノン

ボール
タメ ＋PPP

押しっぱなしでタイミ

ング変化

シャウトオブアース(対

空)
タメ ＋PPP

押しっぱなしでタイミ

ング変化・AB

シャウトオブアース(対

地)
タメ ＋KKK

通常投げ
ワイルドファング (近) orN＋弱PK

ジャングルホイール (近) ＋弱PK

特殊技

ロッククラッシュ (近) or ＋中P P押しっぱ中段

アマゾンリバーラン ＋強P

サプライズフォワード ＋KKK

サプライズバック ＋KKK

フィアーダウン ＋PPP 入力継続で継続

ベガ

分類 技名 コマンド 備考

必殺技

サイコクラッシャーア

タック☆
タメ ＋P AB

ダブルニープレス☆ タメ ＋K

ヘッドプレス☆[1] タメ ＋K

サマーソルトスカルダ

イバー☆
[1]→P

デビルリバース☆ タメ ＋P→P

ベガワープ
or ＋

PPPorKKK

スーパーコンボ ニープレスナイトメア タメ ＋K

ウルトラコンボ
ナイトメアブースター タメ ＋KKK

サイコパニッシャー ×2＋KKK AB

通常投げ
デッドリースルー (近) orN＋弱PK

デスタワー (近) ＋弱PK

特殊技 ヘルアタック (斜J)中 P→中P



まこと

分類 技名 コマンド 備考

必殺技

直上正拳突き・吹上☆ ＋P

突進正拳突き・疾風☆ ＋P
タメで攻撃力アップ・K

でタメキャンセル

打ち下ろ手刀・颪☆ ＋P AB・中段技

吊るし喉輪・唐草☆ +K

閃空カカト落とし・剣

☆
(垂or前 J) ＋K

スーパーコンボ 丹田練氣・攻めの型 ×2＋P 攻撃力アップ

ウルトラコンボ
正中線五段突き ×2＋PPP AB

暴れ土佐波砕き ×2＋KKK AB

通常投げ
引寄頭突き・塔頭 (近) orN＋弱PK

肘落三連突き・荒磯 (近) ＋弱PK

特殊技

踏み込み正拳三連突

き・山背
＋強P→強P

ターゲットコンボ1 弱K→中K

ターゲットコンボ2  中 K→強K

リュウ

分類 技名 コマンド 備考

必殺技

波動拳☆ ＋P

昇龍拳☆ ＋P

竜巻旋風脚☆ ＋K AB

空中竜巻旋☆ (空) ＋K

スーパーコンボ 真空波動拳 ×2＋P

ウルトラコンボ
滅・波動拳 ×2＋PPP

滅・昇龍拳 ×2＋KKK AB

通常投げ
背負い投げ (近) orN＋弱PK

巴投げ (近) ＋弱PK

特殊技
鎖骨割り ＋中P 中段技

鳩尾砕き ＋強P



ルーファス

分類 技名 コマンド 備考

必殺技

救世主キック☆[1] ＋K

上段攻撃 [1]→弱K

中段攻撃 [1]→強K

下段攻撃 [1]→中K

銀河トルネード☆ ＋P
中or強は or で移動

距離変化・AB

蛇突ネイチャー☆ ＋P

スーパーコンボ スペクタクルロマンス ×2＋P 2・3ヒット目 AB

ウルトラコンボ

スペースオペラシン

フォニー
×2＋PPP 回転打ち上げ蹴りAB

ビッグバンタイフーン ×2＋PPP AB

通常投げ
ヘッドバズーカ (近) orN＋弱PK

ハンドマシンガン (近) ＋弱PK

特殊技

ヴァーチュアキック ＋中K 中段技

グローリーキック ＋中K

フレグランスパーム ＋強P

ファルコーンキック (空) ＋中K

ターゲットコンボ (近)弱K→強K

ローズ

分類 技名 コマンド 備考

必殺技

ソウルスパーク☆ ＋P

ソウルスパイラル☆ ＋K AB

ソウルリフレクト☆ ＋P

ソウルスルー☆ ＋P

スーパーコンボ オーラソウルスパーク ×2＋P
ソウルサテライト中不

可

ウルトラコンボ

イリュージョンスパー

ク
×2＋PPP AB

ソウルサテライト ×2＋PPP AB

通常投げ
ソウルフォール (近) orN＋弱PK

ソウルループ (近) ＋弱PK

特殊技
スライディング  中K

ソウルピエーデ ＋強K
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