
バイマン技表 Ver.1.06（AC版）

流派：コマンドサンボ

■ブレイクシステム
技名 コマンド 属性

フェイタルラッシュ1 S 上

フェイタルラッシュ2 SS 上中

フェイタルラッシュ3 SSS 上中中

フェイタルラッシュ4 SSSS 上中中中

サイドアタック
ブレイクゲージ25%以上の状態で
サイドステップ中に S

中

ブレイクブロー ブレイクゲージ100%の状態で →S 中

ブレイクホールド ブレイクゲージ50%以上の状態で ←S －

■固有打撃技
技名 コマンド 属性

ジャブ P 上

ジャブ・ストレート PP (上上)

ナックルショット PPP (上上)上

ストームソバット PPK (上上)中

デスボトム PP↓P (上上)下

PP↓PP タメ可
PP↓PP 最大タメ時

ジャブ・ボディブロー P→P 上中

ボディグラインダー P→PP 上中中

コンボローリングソバット P→PK 上中上

コンボロージャベリン P→P↓K 上中下

ジャブ・ハイキック PK 上上

コンボテンプルクラッシュ PKP 上上上

コンボヒールハンマー PKK 上上中

ボディブロー →P 中

ツイストフック →PP 中中

ブレイクアッパー →PPP 中中上

ダンクヒール →PPK 中中中

クラッシュレッグスパイク →PP↓K 中中下

ボディソバット →PK 中中

ブラストバックナックル ←P 上

ブラストボルト ←PP 上中

ブラストトラース ←PK 上上

ブラストドライブニー ←P→K 上中

ブラストスティンガー ←P→KP 上中上

ブラストロージャベリン ←P↓K 上下

スレッジハンマー ↑P 中

リバースハンマー ↑PP (中中)

トマホークエルボー ↗P 中

トマホークスパイク ↗PP 中中

トマホークエルボー・ロール ↗P↘P+K -

パームアロー ↖P 中

ローナックル ↓P 下

サイドエッジ ↘P 中

サイドエッジナックル ↘PP 中上

サイドエッジボルト ↘PPP 中上中

サイドエッジトラース ↘PPK 中上上

サイドエッジニー ↘PP→K 中上中

サイドエッジスティンガー ↘PP→KP 中上中上

サイドエッジジャベリン ↘PP↓K 中上下

スマッシュ ↘↘P 中

ヘルボトム ↙P 下

チャージングタイガー (上上)下中



↙PP タメ可
↙PP 最大タメ時

フレイムナックル →→P 上

←→P タメ可
←→P 最大タメ時

バルクアッパー ↓↘→P 中

ターンブレイド ↓↙←P 中

ツインランサー ↓↙←PP 中中

ハイキック K 上

テンプルクラッシュ KP 上上

トラップヒールハンマー KK 上中

ニーリフト →K 中

フレイムスティンガー →KP 中上

スライディングキック →→K 下

ヒールアックス ←K 中

ローリングソバット ↑K 上

ブレイクショット ↗K 上

クレイモア ↖K 中

ローキック ↓K 下

ダブルスパイク ↓KK 下下

スパイクランチャー ↓KKK 下下中

フロントキック ↘K 中

フロントキック・ロール ↘K↘P+K -

レッグスパイク ↙K 下

スパイクソバット ↙KK 下中

スライディングキック →→K 下中

メインキャノン ↓↘→K 中

サブマリンランチャー 立ち途中に K 中

グラビティハンマー P+K 中

グラビティハンマー・ロール P+K↘P+K -

プッシング →P+K 上

ファイヤーバレット ←P+K 中

スパイクショルダー ↘↘P+K 中

フロントホイール中に P
トマホークエルボー・ロール中にP
グラビティハンマー・ロール中に P
フロントキック・ロール中に P
フロントホイール中に P+K
トマホークエルボー・ロール中にP+K
グラビティハンマー・ロール中に P+K
フロントキック・ロール中に P+K
フロントホイール中に ↘P+K
トマホークエルボー・ロール中に↘P+K
グラビティハンマー・ロール中に ↘P+K
フロントキック・ロール中に ↘P+K

バックロールバレット バックホイール中 P 中

バックロールスライディング バックホイール中 K 下

サイドワインダー H+K 中

ターンロージャベリン ↓H+K 下

キラーキャタピラー ↘H+K 中

ローリングスマッシュ 中

ローリングプッシュ 上

ローリングショルダー 中

チャージングボルト 下中

キャノンボールショット 中



■背後技
技名 コマンド 属性

ターンバックナックル P 上

スマッシュフック PP 上中

スマッシュアッパー PPP 上中中

ターンボディブロー ←P 中

ブラストアッパー ←PP 中中

ラッシュソバット ←PK 中中

ターンロージャベリン ←P↓K 中下

ターンロースピンナックル ↓P 下
↓PP タメ可
↓PP 最大タメ時

ターンスピンキック K 上

ターンサイドキック ←K 中

ターンロースピンキック ↓K 下

■投げ技
技名 コマンド 属性

ビクトル膝十字固め T 上段正面

腕固め →T 上段正面OH

ウォールプレス 壁際で →T 壁OH

デスパニッシャー 水に入って →T 水面OH

ジェイルロックニー →→T 上段正面OH

ファイヤーストームニー 壁際で →→T 壁OH

アバランチクラッシュ ←T 上段正面

ナッツロッカー 壁際で ←T 壁

飛びつき腕固め スレッジハンマー中に T 派生OH

軸足払い ←→T 上段正面OH

立ちアキレス腱固め 軸足払い中に ←T 派生

アトミッククラッシュ 立ちアキレス中に ↓T 派生

サソリ固め 軸足払い中に ↓T 派生

リバースデストロイヤー サソリ固め中に ↓↓T 派生

ネックホールドスイング ←←T 上段正面

↘↘T 上段正面OH

敵背後時 ↘↘T 上段背後OH

ライジングシザース あおむけ敵足ダウン時 T 上段正面OH

ローリングシザース タンクホイール中に T 上段正面OH

ＳＴＦ カニバサミ中に ↓T 派生

スタンディングアームロック ↓↙←T 上段正面OH

首極め腕卍 スタンディングアームロック中に ←T 派生

ＤＤＴ 首極め腕卍中に ↓T 派生

風車式バックブリーカー ←↙↓↘→T 上段正面

壁風車 敵壁←↙↓↘→T 上段正面

飛びつき腕ひしぎ
逆十字固め 敵背後時 T 上段背後

アームグラインダー 飛びつき腕ひしぎ逆十字固め中に ↓T 派生

ヘルハザードロック 敵背後時 ←T 上段背後

敵背後時 ←↙↓↘→T 上段背後

敵背後時 ←→T 上段背後OH

敵背後時 ↓↙←T 上段背後OH

スイングスリーパー スリーパーホールド中に ←T 派生

スイングブレスフォール 壁際で スリーパーホールド中に ←T 壁

フロントホイール中に T
トマホークエルボー・ロール中にT
グラビティハンマー・ロール中に T
フロントキック・ロール中に T
敵背後時　フロントホイール中に T
敵背後時　トマホークエルボー・ロール中にT
敵背後時　グラビティハンマー・ロール中に T
敵背後時　フロントキック・ロール中に T
敵しゃがみ時 ↓T 下段正面

敵しゃがみ背後時 ↓T 下段背後

腕ひしぎ逆十字固め 脇固め中に ↓T 派生

ショルダーブレイカー 腕ひしぎ逆十字固め中に ↓T 派生

敵しゃがみ時 ↘T 下段正面OH

敵しゃがみ背後時 ↘T 下段背後OH

チャージングボルト 下中

カニバサミ

スリーパーホールド

レッグスクープ 上段正面OH

レッグスクープ・ビハインド 上段背後OH

脇固め

サイレンサー



スパインブレイカー サイレンサー中に ↓T 派生

イントルーダー 敵に背を向け T 上段正面OH

スライディングシザース 走り中にT 上段正面

ＳＴＦ 走り中にT・↓T 派生

スライディングシザース 敵背後　走り中にT 上段正後

ＳＴＦ 敵背後　走り中にT・↓T 派生

サソリ固め ダウンした敵に(あおむけ足側)　↓T ダウン

リバースデストロイヤー
サソリ固め中に ↓↓T
敵空中（低空）↓T

派生

ダウンした敵に (あおむけ足側)
フロントホイール中に T
ダウンした敵に (あおむけ足側)
トマホークエルボー・ロール中にT
ダウンした敵に (あおむけ足側)
グラビティハンマー・ロール中に T
ダウンした敵に (あおむけ足側)
フロントキック・ロール中に T

ネッククラッシュ ダウンした敵に (あおむけ頭側) ↓T ダウン

ダウンした敵に (あおむけ頭側)
フロントホイール中に T
ダウンした敵に (あおむけ頭側)
トマホークエルボー・ロール中にT
ダウンした敵に (あおむけ頭側)
グラビティハンマー・ロール中に T
ダウンした敵に (あおむけ頭側)
フロントキック・ロール中に T
ダウンした敵に (あおむけ横側) ↓T
ダウンした敵に (あおむけ横側)
フロントホイール中に T
ダウンした敵に (あおむけ横側)
トマホークエルボー・ロール中にT
ダウンした敵に (あおむけ横側)
グラビティハンマー・ロール中に T
ダウンした敵に (あおむけ横側)
フロントキック・ロール中に T

アームグラインダー 腕ひしぎ逆十字中に ↓T 派生

ダウンした敵に (うつぶせ足側) ↓T
ダウンした敵に (うつぶせ足側)
フロントホイール中に T
ダウンした敵に (うつぶせ足側)
トマホークエルボー・ロール中にT
ダウンした敵に (うつぶせ足側)
グラビティハンマー・ロール中に T
ダウンした敵に (うつぶせ足側)
フロントキック・ロール中に T

アナコンダ 逆片エビ固め中に　↓↓T 派生

ネッククラッシュ ダウンした敵に (うつぶせ頭側) ↓T ダウン

キャメルクラッチ・ツイスト ダウン

腕ひしぎ逆十字 ダウン

逆片エビ固め ダウン

レッグディストーション ダウン

グラウンドサブミッション



ダウンした敵に (うつぶせ頭側)
フロントホイール中に T
ダウンした敵に (うつぶせ頭側)
トマホークエルボー・ロール中にT
ダウンした敵に (うつぶせ頭側)
グラビティハンマー・ロール中に T
ダウンした敵に (うつぶせ頭側)
フロントキック・ロール中に T
ダウンした敵に (うつぶせ横側) ↓T
ダウンした敵に (うつぶせ横側)
フロントホイール中に T
ダウンした敵に (うつぶせ横側)
トマホークエルボー・ロール中にT
ダウンした敵に (うつぶせ横側)
グラビティハンマー・ロール中に T
ダウンした敵に (うつぶせ横側)
フロントキック・ロール中に T

アームグラインダー 腕ひしぎ逆十字中に ↓T 派生

■ホールド
技名 コマンド 属性

首狩り十字固め 敵上段Ｐに対し ↖H 上段Ｐ

アームブレイカー 腕首狩り十字固め中に ↓H 派生

裏アキレス腱固め 敵上段Ｋに対し ↖H 上段Ｋ

デストラップ 敵中段Ｐに対し ←H 中段Ｐ

デススイング デストラップ中に ←H 派生

デススイングクラッシュ 壁際で　デストラップ中に ←H 壁

飛びつき膝十字固め 敵中段Ｋに対し→H 中段Ｋ

巻き込み十字固め 敵下段Ｐに対し ↙H 下段Ｐ

ショルダーポッパー 巻き込み十字固め中に ↓H 派生

コブラデスロック 敵下段Ｋに対し ↙H 下段Ｋ

キャッチングアームロック 敵ジャンプＰに対し ←H ジャンプＰ

ヒールホールド 敵ジャンプＫに対し →H ジャンプＫ

アームロックカウンター 敵上段Ｐに対し ↗H 上段P

アッパーカットカウンター 敵上段Ｋに対し ↗H 上段K

アームロックカウンター 敵中段Ｐに対し ↘H 中段P

アッパーカットカウンター 敵中段Ｋに対し ↘H 中段K

リバースアッパーカット 敵に背を向け  敵上段Kに対し↖H 上段K

リバースアームロック 敵に背を向け  敵中段Ｐに対し↙H 中段P

リバースアッパーカット 敵に背を向け  敵中段Kに対し↙H 中段K

ギロチンチョーク 敵上段Ｐに対し →↖H 上段Ｐ

足刈り膝十字固め 敵上段Ｋに対し ←↗H 上段Ｋ

ヘルスープレックス 敵中段Ｐに対し →←H 中段Ｐ

ヒザ靭帯固め 敵中段Ｋに対し ←→H 中段Ｋ

アームロックスイング 敵下段Ｐに対し →↙H 下段Ｐ

ローリングレッグロック 敵下段Ｋに対し ←↘H 下段Ｋ

■ダウン攻撃
技名 コマンド 属性

グラウンドハンマー ↓P -

ニードロップ ↑P+K -

キャメルクラッチ・ツイスト ダウン

腕ひしぎ逆十字 ダウン

固有ホールド

エキスパートホールド



■起き上がり技
技名 コマンド 属性

起きミドルキック 仰向け敵足 K 中

起きローキック 仰向け敵足 ⇓K 下

起きミドルキック うつ伏せ敵足 K 中

起きローキック うつ伏せ敵足 ⇓K 下

起きミドルキック 仰向け敵頭 K 中

起きローキック 仰向け敵頭 ⇓K 下

起きミドルキック うつ伏せ敵頭 K 中

起きローキック うつ伏せ敵頭 ⇓K 下

■乗り越え技
技名 コマンド 属性

エリアルエルボー 柵乗り越え中に P 中

エリアルキック 柵乗り越え中に K 中

アサルトスマッシュフック 柵乗り越え着地際 P 中

アサルトフットスイープ 柵乗り越え着地際 K 下

柵乗り越え中に T
柵乗り越え着地際 T

■特殊行動
技名 コマンド 属性

↑P+K
↓P+K
→K↑P+K/↓P+K -

←P→K↑P+K/↓P+K -

↘PP→K↑P+K/↓P+K -

フロントホイール ↘P+K －

バックホイール ↓↙←P+K －

アピール：「ぶっ殺す!」 APL －

アピール：「グッドラック」 →APL －

アピール：「ビンゴ!」 ←APL －

アピール：「ぶっ殺す!!」 ↓APL －

タンクホイール －

ニーロール

ジェイルロックニー 上段正面投げ


