
レイファン技表 Ver.1.06（AC版）

流派：太極拳

■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

単鞭 P 上

高探馬 PP (上上)

連環単鞭 PPP (上上)上

連環単鞭～雲手 PPP← 上P中Pさばき

玉女穿梭 PP→P (上上)中

玉女穿梭～雲手 PP→P← 上P中Pさばき

連環双按 PP→PP (上上)中中

連環金鶏独立 PP→PK (上上)中(上+中)

連環崩撞手 PP←P (上上)中

連環蹴脚 PPK (上上)上

連環連蹴脚 PPKK (上上)上上

高探馬･連環穿宮腿 PPK↓K (上上)上中

連環震脚牙蹴 PPKH+K (上上)上中

連環跌叉 PP↓K (上上)下

青竜出水 P↓P 上中

青竜双按 P↓PP 上中中

青竜鉄虎脚 P↓P↓K 上中下

青竜背折靠 P↓PP+K 上中中

単鞭・掛面脚 PK 上上

単鞭・穿宮腿 PKK 上上中

単鞭・穿宮連腿 PKK↓K 上上中下

肘撃 →P 中

肘双按 →PP 中中

連肘撃 →PK 中(上+中)

頂膝崩震撃 →PK→P 中(上+中)中

肘撃～雲手 →P← 上P中Pさばき

冲天掌 ←P 上

獣頭虎 ←PP 上中

獣頭亮按 ←PPP タメ可
獣頭亮按 ４ＰＰＰ 最大タメ時
白鶴驚狩 ←PP+K 上中中

白鶴驚連蹴 ←PP+K↓K 上中中

旋肘撃 ↑P 上

抱頭推山 ↗P 中

抱頭推山～雲手 ↗P← 上P中Pさばき

抱頭推山・前招 ↗PP 中中

翻身単鞭 ↖P 上

上中中



翻身単鞭～雲手 ↖P← 上P中Pさばき

双通砲 ↓P 下

懶紮衣 ↘P 中

高探馬 ↘PP 中上

連環単鞭 ↘PPP 中上上

連環単鞭～雲手 ↘PPP← 上P中Pさばき

玉女穿梭 ↘PP→P 中上中

玉女穿梭～雲手 ↘PP→P← 上P中Pさばき

連環双按 ↘PP→PP 中上中中

連環金鶏独立 ↘PP→PK 中上中(上+中)

連環崩撞手 ↘PP←P 中上中

連環蹴脚 ↘PPK 中上上

連環連蹴脚 ↘PPKK 中上上上

高探馬･連環穿宮腿 ↘PPK↓K 中上上中

連環震脚牙蹴 ↘PPKH+K 中上上中

連環跌叉 ↘PP↓K 中上下

青竜出水 ↘P↓P 中中

青竜双按 ↘P↓PP 中中中

青竜鉄虎脚 ↘P↓P↓K 中中下

青竜背折靠 ↘P↓PP+K 中中中

懶紮衣・海底針 ↘P←P 中中

懶紮衣・閃通臂 ↘P←PP 中(中中)

懶紮衣・針突脚 ↘P←PK 中(中中)

抱頭推山～雲手 ↘P←PP← 上P中Pさばき

懶紮衣・掛面脚 ↘PK 中上

懶紮衣・穿宮腿 ↘PKK 中上中

懶紮衣・穿宮連腿 ↘PKK↓K 中上中下

懶紮衣・驚連蹴 ↘P↓K 中下

崩撞手 ⇘P 中

揪地竜 ↙P 中

上歩七星 ↙PP 中中

七星昇雲 ↙PK 中中

七星斬雲 ↙PKK 中中中

揪地竜～雲手 ↙P← 上P中Pさばき

→→P
走り中P

掩手捶 ←←P ※中段さばき打撃 上

七寸靠 ←→P 中

撃地捶 ↘↘P 下

撃地踹脚 ↘↘PK 下中

撃地二起脚 ↘↘PKK 下（中上）

撃地三連脚 ↘↘PKKK 下（中上）上

撃地背折靠 ↘↘PP+K 下中

小擒打 ↓↘→P ※上段さばき打撃 中

青龍抄水 ↓↙←P ※下段さばき打撃 中

蹴脚 K 上

連蹴脚 KK 上上

連環穿宮腿 K↓K 上中

震脚牙蹴 KH+K 上中

側踹脚 →K 上

分脚 →→K 中

左右分脚 →→KK 中中

掛面脚 ←K 上

穿宮腿 ←KK 上中

穿宮連腿 ←KK↓K 上中下

双按 中



擺脚 ↑K 上

踹脚 ↗K 中

二起脚 ↗KK (中上)

三連脚 ↗KKK (中上)上

転身擺蓮脚 ↖K 上

下蹬脚 ↓K 下

蹬脚 ↘K 中

蹬脚・背折靠 ↘KP+K 中中

斧刃脚 ↙K 下

斧刃纒手 ↙KP 下上

斧刃纒手～雲手 ↙KP← 上P中Pさばき

斧刃跌叉 ⇙KK 下下

頂膝崩槌 P+K→P (上+中)中

抱虎帰山 →P+K ※中段さばき打撃 中

雲手 ←P+K 上P中Pさばき

雲手単鞭 雲手中P 上

雲手単鞭～雲手 雲手中P← 上P中Pさばき

雲手十字脚 雲手中　K 中

雲手斧刃脚
雲手中　↓K　※斧刃脚からの連携につな
がる

下

雲手弾肘 雲手中P+K 中

雲手跌叉 雲手中　↓H+K 下

雲手青龍抄水 雲手↙P 下

海底針 ↓P+K 中

閃通臂 ↓P+KP (中中)

針突脚 ↓P+KK (中中)

閃通臂～雲手 ↓P+KP← 上P中Pさばき

背折靠 ↘P+K 中

↙P+K タメ可
↙P+K 最大タメ時

円襠降打 H+K 中

旋風脚 →H+K 中

跌叉 ↓H+K 下

■背後技
技名 コマンド 属性

転身単鞭 P 上

後招 ←P 中

転身下勢単鞭 ↓P 下

青竜出水 ↓PP 下中

青竜双按 ↓PPP 下中中

青竜跌叉 ↓PP↓K 下中下

青竜背折靠 ↓PPP+K 下中中

転身蹴脚 K 上

転身蹬脚 ←K 中

転身下蹬脚 ↓K 下

P+K タメ可
P+K 最大タメ時

中

閃通背 中

当頭砲

金鶏独立 P+K (上+中)



■投げ技
技名 コマンド 属性

倒でん猴 T 上段正面

採腕撇身撃 倒でん猴中にT 派生

壁際で倒でん猴中にT 壁

壁際で→→T 壁OH

野馬分鬃 →T 上段正面

撇身捶 ←T 上段正面

ろう膝拗歩 →→T 上段正面OH

倒巻靠 ←→T 上段正面

挑手打胸 ↓↘→T 上段正面OH

太公釣魚 挑手打胸中に←T 派生

連・太公釣魚 太公釣魚中に→→T 派生

托肘肩靠 太公釣魚中に←→T 派生

裡擰臂摔 ↓↙←T 上段正面

回身推肘 壁際で↓↙←T 壁

托肘背摔 敵背後時T 上段背後

上歩靠 敵背後時→T 上段背後

膝頂後擺脚 敵背後時↓↙←T 上段背後

蹬一跟 敵しゃがみ時↓T 下段正面

金鶏独立 敵しゃがみ時↘T 下段正面OH

提手上勢 敵しゃがみ背後時↓T 下段背後

峨山推出 雲手中T 上段正面OH

■ホールド
技名 コマンド 属性

転旋掃腿 敵上段Ｐに対し ↖H 上段Ｐ

ろう腿蹬襠 敵上段Ｋに対し ↖H 上段Ｋ

撇身撃 敵中段Ｐに対し ←H 中段Ｐ

撇身背折靠 壁際で 敵中段Ｐに対し ←H 中段Ｐ

回擠 敵中段Ｋに対し  →H 中段Ｋ

双擺脚 敵下段Ｐに対し ↙H 下段Ｐ

抱腿繰脚 敵下段Ｋに対し ↙H 下段Ｋ

帯手横とう 敵ジャンプＰに対し ←H ジャンプＰ

閃身抱腿 敵ジャンプＫに対し →H ジャンプＫ

上掌攔錘 敵上段Ｐに対し ↗H 上段P

上脚攔錘 敵上段Ｋに対し ↗H 上段K

中掌攔錘 敵中段Ｐに対し ↘H 中段P

中脚攔錘 敵中段Ｋに対し ↘H 中段K

背上掌攔錘 敵に背を向け敵上段Ｐに対し ↖H 上段P

背上脚攔錘 敵に背を向け敵上段Ｋに対し ↖H 上段K

背中掌攔錘 敵に背を向け敵中段Ｐに対し ↙H 中段P

背中脚攔錘 敵に背を向け敵中段Ｋに対し ↙H 中段K

翻身掛塔背折靠 敵上段Ｐに対し →↖H 上段Ｐ

貼身龍撃背落 敵上段Ｋに対し ←↗H 上段Ｋ

翻胯揺震撃 敵中段Ｐに対し →←H 中段Ｐ

撇身背折靠 壁際で敵中段Ｐに対し →←H 中段Ｐ

金剛斧刃脚 敵中段Ｋに対し ←→H 中段Ｋ

攬雀尾 敵下段Ｐに対し →↙H 下段Ｐ

猛虎横打倒 敵下段Ｋに対し ←↘H 下段Ｋ

採腕撇身背折靠

固有ホールド

エキスパートホールド



■ダウン攻撃
技名 コマンド 属性

震脚 ↓K －

落双捶撃 ↑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

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

起背折靠 うつ伏せ敵頭 P+K 中

■乗り越え技
技名 コマンド 属性

白鶴翅打 柵乗り越え中に P 中

白鶴翅脚 柵乗り越え中に K 中

飛翔双按 柵乗り越え着地際 P 中

飛翔跌叉 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

アピール：迎身勢 APL －

アピール「おネムですか～」 →APL －

アピール「まだやる？」 ←APL －

アピール「余裕！」 ↘APL －

アピール「楽勝！」 ↘APL・APL －

アピール「当たり！」 ↓APL －

倒巻靠 上段正面投げ


