
ジャン・リー技表 Ver.1.06（AC版）

流派：ジークンドー

■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(上中上)

フェイタルラッシュ3 SSS 上(上中上)中

フェイタルラッシュ4 SSSS 上(上中上)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

リードジャブ P 上

リードフック PP (上上)

バックナックル PPP (上上上)

ドラゴンキャノン PPP→Pタメ可 (上上上)中

ドラゴンラッシュ PPPK (上上上)上

ドラゴンスライサー PPP↓K (上上上)下

コンボナックルアッパー PP→P (上上)上

コンボナックルアッパー～ドラゴンスタンス PP→P← (上上)-

コンボエルボー PP←P (上上)中

PP←PPタメ可
PP←PP最大タメ時

コンボハイキック PPK (上上)上

コンボスラストキック PP↓K (上上)下

コンボスラストロースピン PP⇓KK (上上)下下

ソニックフック P→P (上上)

ソニックスピンキック P→PK (上上)中

ソニックロースピンキック P→P↓K (上上)下

ソニックブロー P↓P 上中

ソニックアッパー P↓PP 上中中

ソニックブロー～ドラゴンスタンス P↓P← 上中-

ソニックステップミドル P↓PK 上中中

コンボロースピンキック P⇓PK 上中下

ジャブ・ハイキック PK 上上

ボディブロー →P 中

ボディアッパー →PP 中中

ボディブロー～ドラゴンスタンス →P← 中-

ボディステップミドル →PK 中中

ボディロースピンキック →P↓K 中下

ドラゴンハンマー ←P 中

ダブルフィスト ←PP (中中上)

ドラゴンファイア ←PPP (中中上中中)

ダブルフィスト～ドラゴンスタンス ←PP← -

バックフック ↑P 上

ダブルフックコンボ ↑PP 上上

トリプルファイヤーフィスト ↑PPP 上上中

ドラゴンフィスト (上上)中上

ドラゴンストーム PP↓KK (上上)下中



コンボリアハイキック ↑PPK 上上上

ナックルアッパー ↗P 上

ナックルアッパー～ドラゴンスタンス ↗P← -

スウェイジャブ ↖P 上

ローナックル ↓P 下

リードアッパー ↘P 中

ロードラゴンハンマー ↙P 下

ダブルドラゴンブラスト ↙PP 下中

ハンマーハイコンボ ↙PK 下上

ハンマーハイコンボ～ドラゴンスタンス ↙PK← -

フラッシュフック →→P 上

フラッシュスピンキック →→PK 上中

フラッシュロースピンキック →→P↓K 上下

バックワードエルボー ←←P 中

←←PPタメ可
←←PP最大タメ時

ドラゴンアッパー ↘↘Pタメ可 中

ドラゴンブロー ↓↘→P 上

コメットストライク ↓↙←P 中

ドラゴンナックル しゃがみから←→P 中

ハイキック K 上

ハイスピンキック KK 上上

ダブルハイ・ステップミドル KKK 上上上

K←K
K←K←

リバースドラゴン K←KP 上中上

スナップキック →K 中

スナップスピンキック →KK 中上

スナップスパイクキック →K←→K 中中

ミドルフックキック ←K 中

ダブルフックキック ←KK 中上

ドラゴンブレイズ ←KKP 中上中

ドラゴンスパイク ←→K 中

リアハイキック ↑K 上

キックアッパー ↗K 中

二起脚 ↗KK (中上)

ハイシンニーキック ↖K 上

スラストキック ↓K 下

スラストスパイクキック ↓KK 下中

スラストスピンキック ⇓KK 下下

サイドキック ↘K 中

サイドマスターキック ↘KK 中上

ドラゴンストライク ↘KP 中中

↘K←K
↘K←K←

ブラインドレッドドラゴン ↘K←KP 中中上

ドラゴンローキック ↙K 下

ドラゴンステップミドル →→K 中

ドラゴンキック ↓↘→K 強上

ドラゴンエルボー P+K 中

折檻チョップ →P+K 中

フレイミングハンマー →P+KP 中中

ブレイジングドラゴン ↘P+K 中

フェニックスフライト H+K 中

レイジングドラゴン 中上

コンボステップキック 上中

サイドバックキック 中中



ドラゴンステップハイ →H+K 上

ドラゴンステップハイ～ドラゴンスタンス →H+K← -

シンニーキック ←H+K 中

シンニーミドルキック ←H+KK 中中

ドラゴンフレア ↑H+K 中

ロースピンキック ↓H+K 下

■ドラゴンスタンス中の技
技名 コマンド 属性

フラッシュジャブ P 上

フラッシュボディブロー →P 中

フラッシュキック K 中

フラッシュステップミドル →K 中
フラッシュファング ↓K (下上)

ドラゴンクラスター P+K (上上上上上)

ドラゴンバレージ P+KP+K (上上上上上)(中中中中中)

ファイナルバイト P+KP+KP+K (上上上上上)(中中中中中)中

ドラゴンバースト →P+K 中

ドラゴンカウンター →H 中Kさばき

■背後技
技名 コマンド 属性

ターンジャブ P 上

ターンボディブロー ←P 中

ブラインドナックル ↖P 上

ターンローナックル ↓P 下

ターンハイキック K 上

ターンサイドキック ←K 中

ターンスピンキック ↓K 下

ブラインドエルボー P+K 中

ターンハイラウンチャー H+K 上

■投げ技
技名 コマンド 属性

ヘルドライブ T 上段正面

ボルケーノフィスト →T 上段正面

フィスト・オブ・フューリー 壁際で→T 壁

←T 上段正面

壁←T 壁

ドラゴンスタンス
フィスト・オブ・フューリー中にP+K
※ドラゴンスタンス技に派生可能

-

→→T 上段正面OH

敵背後時→→T 上段背後OH

ヘッドロック ↓↘→T 上段正面

ブルドッキングヘッドロック ヘッドロック中にT 派生

ドラゴンスマッシャー 壁際でヘッドロック中にT 派生

ザ・ウェイ・オブ・ザ・ドラゴン ↓↙←T 上段正面

ザ・フォール・オブ・ザ・ドラゴン 壁際で↓↙←T 壁

ドラゴンレイブ 敵背後時T 上段背後

敵背後時→T
敵背後時↓↘→T

フロントフェイスロック 敵しゃがみ時↓T 下段正面

ドラゴンブレス 敵しゃがみ時↙T 下段正面

懲罰パンチ 敵しゃがみ背後時↓T 下段背後

折檻パンチ 上段背後

ドラゴンテイル

ドラゴンガンナー



■ホールド
技名 コマンド 属性

ゴッドレスショートニー 敵上段Ｐに対し↖H 上段Ｐ

トレースガンナー 敵上段Ｋに対し↖H 上段Ｋ

ダブルバインド 敵中段Ｐに対し←H 中段Ｐ

スウィープスパイク 敵中段Ｋに対し→H 中段Ｋ

ディープ・ザ・ドラゴン 敵下段Ｐに対し↙H 下段Ｐ

ドラゴンツイスト 敵下段Ｋに対し↙H 下段Ｋ

ドラゴンズロア 敵ジャンプＰに対し←H ジャンプＰ

ドラゴンリベンジ 敵ジャンプＫに対し→H ジャンプＫ

■ダウン攻撃
技名 コマンド 属性

ロースナップキック ↓K -

エンター・ザ・ドラゴン ↑P+K -

■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

ヘッドスプリング 仰向け敵足P+K 中

ドラゴンブラスト 仰向け敵足P+KP 中

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

フェニックスパンチ 柵乗り越え中にP 中

フェニックスキック 柵乗り越え中にK 中

フロントジャンプスピンナックル 柵乗り越え着地際P 上

フロントジャンプスピンキック 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

ステップアウト ↙P+K -

スイッチステップ ↓P+K -

スイッチステップ～ドラゴンスタンス ↓P+K↓ -

アピール：シャウト APL -

アピール：ドラゴンプレッシャー →APL -

アピール：ドラゴンカウンター 敵中段Ｋに対し←APL 中Kさばき

アピール：「本気で来い！」 ↓APL -

ボルケーノフィスト 上段正面投げ


