
マリー・ローズ技表 Ver.1.06（AC版）

流派：システマ

■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(上上)

フェイタルラッシュ4 SSSS 上中(上上)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

フリッカー P 上

ダブルフリッカー PP (上上)

ブルースター PPP (上上)上

プリティキャット PPPP 上

ミリオンショット PP→P (上上)中

ミリオンスター PP→PP (上上)中上

ミリオンブラスト PP→PK (上上)中中

ミリオンショット～ロンド PP→P← 上中Pさばき

ナイトブラック PP↓P (上上)下

ブラックスター PP↓PP (上上)下上

ブラックスター～ロンド PP↓PP← 上中Pさばき

ブラックスター～メヌエット PP↓PP↓or↑ (上上)下上-

ブラック・ミョルニル PP↓PP+K (上上)下中

ライオンハート PPK (上上)中

ナイトスイープ PP↓K (上上)下

ホワイトローズ PP→K (上上)中

ホワイトアロー PP→KK (上上)中中

ホワイトスイープ PP→K↓K (上上)中下

ホワイトローズ～ロンド PP→K← 上中Pさばき

ミドルフラワー PK 上上

ミドルフラワー PKK 上中中

ミドルフラワー PKK← －

トゥインクルショット →P 中

トゥインクルスター →PP 中上

トゥインクルショット～ロンド →P← 上中Pさばき

トィンクルブラスト →PK 中中

グングニル →→P 中

ピンク･ゲート →←P 中

ローズフルーレ ←P 中

ローズウィップ ←PP 中中

ローズスパイク ←PK 中中

ファーストフラッシュ ↑P 上

セカンドフラッシュ ↑PP 上(上上)

オータムナル ↑PPP 上(上上)(中中)

ファーストフラッシュ～ロンド ↑P← 上中Pさばき

ファーストフラッシュ～メヌエット ↑P↓or↑ 上-

セカンドフラッシュ～ロンド ↑PP← 上中Pさばき

セカンドフラッシュ～メヌエット ↑PP↓or↑ 上上上-



フェアリースター ↗P 上

スウィートピンク ↓P 下

エンプレスハンド ↘P 中

エンプレスロッド ↘PP 中中

～背向け ↘PP← －

エンプレスハイ ↘PK 中上

ミルキーホワイト ↙P 下

ホワイトスター ↙PP 下上

ホワイトスター～ロンド ↙PP← 上中Pさばき

ホワイトスター～メヌエット ↙PP↓or↑ 下上-

ホワイト・ミョルニル ↙PP+K 下中

ワイルドキャット ↓↘→P 上

クライミング・ローズ ↓↙←P 中

ハイキック K 上

プリンセスヒール KK 上中

プリンセスウィンド KKK 上中中

～ロンド KKK← －

ミルキィローズ →K 中

ミルキィアロー →KK 中中

ミルキィスイープ →K↓K 中下

ミルキィローズ～ロンド →K← 上中Pさばき

ウルズアロー →→K 中

キャットスパイク ←K 中

エンジェルハート ↑K 中

クレセントムーン ↗K 上

フルムーンアロー ↗KK 上中

～背向け ↗K← 上-

クロックバック ↖K 上

ローキック ↓K 下

ミドルキック ↘K 中

パワーストーン P+K 中

トゥインクルスター →P+K 上

トゥインクルスター～ロンド →P+K← 上中Pさばき

トゥインクルスター～メヌエット →P+K↓or↑ 上-

スカーレットローズ H+K 中

スクイレルクライミング →H+K 上上上

ローズウィンド ←H+K 中

～ロンド ←H+K← －

ロリータスイープ ↓H+K 下

ウォーターリリー ↘H+K 中

キティショット ロンド中にP 上

スピニングキティフリップ ロンド中にPP 上中

スピニングキャットテール ロンド中にK 中

ローズヒップ メヌエット中にP+K 中

プリンセスドライブ フラワーホイール中にP 下

ダンシングドール フラワーホイール中にK (中中)

■背後技
技名 コマンド 属性

ターン・フリッカー P 上

ターン・フラッシュ 背↑P 上

キティフリップ ←P 中

ミルキィピンク ↓P 下

ワールウィンド K 上

ワールウィンド・プラス KK 上上



ウィンドブラスト KKK 上上中

ハニーローズ ←K 中

ハニーアロー ←KK 中中

ハニースイープ ←K↓K 中下

ムーンライトスイープ ↓K 下

ローズラリアット P+K 中

ミスティックドール H+K 中中

■投げ技
技名 コマンド 属性

フェリシテ･パルマンティエ T 上段正面
ミルキィストライク 壁際でT 上段正面

ホワートルベリー →T 上段正面

ブラックベリー 壁際で→T 上段正面

ブラッシュ・クイーン ←T 上段正面

アルバ･セミプレナ →→T 上段正面OH

アルバ・マキシマ 壁際で→→T 上段正面OH

グリーン･ダイアモンド ←↙↓↘→T 上段正面

敵背後時T
敵背後時→T

アイボリー・タワー 敵背後時←T 上段背後

カスク・ドール ↓T 下段正面

ピンク・プロスペリティ ↘T 下段正面OH

シークレットガーデン 敵背後時↓T 下段背後

オレンジ･ラッフルズ フラワーホイール中にT 上段正面OH

スイートムーン フラワーホイール中に敵背後時T 上段背後OH

ブロッサム･タイム 敵に背を向けT 上段正面OH

ナイトタイム 敵に背を向け敵背後時T 上段背後OH

■ホールド
技名 コマンド 属性

ホワイトガーデン 敵上段Ｐに対し ↖H 上段Ｐ

フラワープリンセス 敵上段Ｋに対し ↖H 上段Ｋ

ハニートラップ 敵中段Pに対し ←H 中段Ｐ

ラブジャスミン 敵中段Ｋに対し →H 中段Ｋ

チェリーブロッサム 敵下段Ｐに対し ↙H 下段Ｐ

ブラックキャット 敵下段Kに対し ↙H 下段Ｋ

スカイプラネット 敵ジャンプＰに対し ←H ジャンプＰ

ブルーミングリリー 敵ジャンプＫに対し →H ジャンプＫ

ファンタスティックブルー 敵上段Ｐに対し→↖H 上段PH

プリンセスキャット 敵上段Kに対し←↗H 上段KH

バタフライキッス 敵中段Pに対し→←H 中段PH

ピュアヴァイオレット 敵中段Kに対し←→H 中段KH

ブーケ･パルフェ 敵下段Pに対し→↙H 下段PH

プリティーキャット 敵下段Kに対し←↘H 下段KH

■ダウン攻撃
技名 コマンド 属性

シンデレラヒール ↓K -

ゴールデンドロップ ↑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

イヴニング･ライト 上段背後

エキスパートホールド



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

ロゼッタストーン 柵乗り越え中にP 中

ホーリーソード 柵乗り越え中にK 中

クライミング・ローズ 柵越え着地際P 中

ウルズアロー 柵越え着地際K 中

柵乗り越え中にT
柵越え着地際T

■特殊行動
技名 コマンド 属性

ポップローズ ７P -

フラワーホイール ↘P+K -

ロンド ←P+K 上中Pさばき

ロンド・ターン ←P+K← -

メヌエット ↓or↑P+K -

アピール「つまんない」 AP -

アピール「こんなにおっきいのね」 ↑AP -

アピール「汚れちゃったじゃない」 ←AP -

アピール「らんらららーん」 →AP -

アピール「いつまで寝てる気」 ↓AP -

アピール「いつまで寝てる気」～エスケープキャット ↓AP～←AP -

アピール「ばかばかばか」 ↙AP -

ホワイトガーデン 上段正面投げ


