
ミラ技表 Ver.1.06（AC版）

流派：総合格闘技

■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

ワンツー PP (上上)

ワンツー・ショートボディ PPP (上上)中

コンビネーションアッパーカット PPPP (上上)中中

コンビネーションストレート PPP→P (上上)中上

コンビネーションニー PPPK (上上)中中

ワンツー・フック PP←P (上上)上

ワンツーフック・アッパー PP←PP (上上)上中

ワンツーフック・アッパー～フェイント PP←PPH　※タックルフェイク技に接続 -

ワンツーフック・ミドルキック PP←PK (上上)上中

ワンツーフック・フェイクミドル～片足タックル PP←PKT (上上)上・上段OH

ワンツーフック・ローキック PP←P↓K (上上)上下

ワンツーフック・スイッチステップローキック PP←P↙K　※↙H+Kからの技がつながる (上上)上下

ワンツー・ハイキック PPK (上上)上

ワンツー・ミドルキック PP→K (上上)中

ワンツー・フェイクミドル～片足タックル PP→K・T (上上)・上段OH

ワンツー・ローキック PP↓K (上上)下

ジャブ・ボディ P→P 上中

ジャブ・ボディ・アッパー P→PP 上中中

ジャブ・ボディ・ストレート P→P→P 上中上

ジャブ・ボディ・ニー P→PK 上中中

ワンツー・スイッチステップローキック PP↙K　※↙H+Kからの技がつながる (上上)下

ジャブ･ハイキック PK 上上

ボディブロー →P 中

ボディ・ストレート →PP 中上

ボディ・ニー →PK 中中

フック ←P 上

フック・アッパー ←PP 上中

フック・アッパー～フェイント ←PPH　※タックルフェイク技に接続 -

フック・ミドルキック ←PK 上中

フック・フェイクミドル～片足タックル ←PKT 上・上段OH

フック・ローキック ←P↓K 上下

フック・スイッチステップローキック ←P↙K　※↙H+Kからの技がつながる 上下

ショートフック ↑P 上

ダブルフック ↑PP (上上)

ダブルフック・スマッシュ ↑PPP (上上)中

ダブルフック・スマッシュ～フェイント ↑PPPH　※タックルフェイク技に接続 -

～クイックバックステップ ↑PP← (上上)-

ジャンピングパンチ ↗P 中

バックブロー ↖P 上

バックブロー・スマッシュ ↖PP 上中

バックブロー・スマッシュ～フェイント ↖PPH　※タックルフェイク技に接続 -

バックブロー～片足タックル ↖PT 上・上段OH

バックブロー・コンビネーションニー ↖PK 上中

バックブロー・スイッチステップローキック ↖P↙K　※↙H+Kからの技がつながる 上下

レッグクラッシャー ↓P 下

アッパーカット ↘P 中

アッパー・オーバーハンド ↘PP 中中



～クイックバックステップ ↘P← 中-

スイープフック ↙P 下

ダッシュストレート →→P 上

ロングアッパー ↘↘P 中

ハイキック K 上

ハイキック・オーバーハンド KP 上中

ニーリフト →K 中

ストッピング ←K 中

ストッピング～片足タックル ←KT 中

振り抜きハイキック ↑K 上

アッパーキック ↗K 上

↖K タメ可
↖K 最大タメ時

ローキック ↓K 下

ロー・フリップブロー ↓KP 下上

ロー・フリップブロー・フック ↓KPP 下(上上)

ロー・フリップブロー・フック・スマッシュ ↓KPPP 下(上上)中

ロー・フリップブロー・フック・スマッシュ～フェイント ↓KPPPH　※タックルフェイク技に接続 -

ミドルキック ↘K 中

ミドル・ハイキック ↘KK 中上

フェイクミドル～片足タックル ↘KT 上段OH

バースキック →→K 中

オーバーハンドブロー P+K 中

～クイックバックステップ P+K← 中-

コークスクリューブロー →P+K 中

クラウチングブロー ↙P+K 中

ハイキックキャノン H+K 上

ライジングニー →H+K 中

バックスピンキック ←H+K 中

ロースピンキック ↓H+K 下

浴びせ蹴り ↘H+K 中

スイッチステップローキック ↙H+K 下

スイッチステップロー・フリップブロー ↙H+KP 下上

スイッチステップロー・フリップブロー・フック ↙H+KPP 下(上上)

スイッチステップロー・フリップブロー・フック・スマッシュ ↙H+KPPP 下(上上)中

スイッチステップローコンビネーション～フェイント ↙H+KPPPH　※タックルフェイク技に接続 -

スイッチステップフェイクロー ↙H+KH -

スイッチステップフェイクロー～片足タックル ↙H+KT 上段OH

片足タックルフェイク 片足タックル中にH -

ヘッドスリップブロー タックルフェイク中にP 中

スイープフック タックルフェイク中に↓P 下

ライジングニー タックルフェイク中にK 中

ガトリングボディブロー タックルフェイク中にP+K (中中中中中中中中)

ガトリングアッパーカット タックルフェイク中にP+KP (中中中中中中中中)中

ガトリングショット タックルフェイク中にP+K→P (中中中中中中中中)上

バックステップ・ハートブレイク クイックバックステップ中P 中

バックステップ・ラウンドミドルキック クイックバックステップ中K 中

■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

ターン・レッグクラッシャー ↓P 下

ターン・ハイキック K 上

ターン・ミドルキック ←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

スロウダウン T 上段

テンプルショット →T 上段

テンプルショット・ビハインド 背後から→T 上段

パワースラム ←T 上段

飛びつき胴締めチョーク 背後から←T 上段

→→T
背後から→→T

ヘビーフロントキック 中

片足タックル 上段OH



フロントキック・テイクダウン ↓↙←T 上段

ファルコンアロー ←↙↓↘→T 上段

ウォールパワースラム 壁↓↙←T 壁

リフトアップニー しゃがんだ敵に↓T 下段

テイクダウンプレス しゃがんだ敵に↘T 下段OH

回転腕十字固め 背後からT 上段

チョークスリーパー しゃがんだ敵に背後から↓T 下段

ライジングタックル うつぶせ敵頭ダウン時　Ｔ 上段正面OH

縦四方肩固め 仰向け頭　↓T ダウン投げ

サイドポジション 仰向け横　↓T ダウン投げ

マウントポジション 仰向け足　↓T ダウン投げ

スプローリング うつ伏せ頭　↓T ダウン投げ

レッグブレイカー うつ伏せ横　↓T ダウン投げ

グラウンドチョーク うつ伏せ足　↓T ダウン投げ

■グラウンドポジション
技名 コマンド 属性

パウンド P 派生

ダブルパウンド パウンド中にP 派生

トリプルパウンド ダブルパウンド中にP 派生

トライアングルホールド Ｔ 派生

レバークラッシュニー K 派生

レバークラッシュダブルニー レバークラッシュニー中にK 派生

レバークラッシュトリプルニー
レバークラッシュ
ダブルニー中にK

派生

腕十字固め Ｔ 派生

ヘッドクラッシュニー K 派生

ヘッドクラッシュダブルニー ヘッドクラッシュニー中にK 派生

ヘッドクラッシュトリプルニー
ヘッドクラッシュ
ダブルニー中にK

派生

リバースノースサウスホールド Ｔ 派生

縦四方肩固め 仰向け頭　↓T ダウン投げ

サイドポジション 仰向け横　↓T ダウン投げ

マウントポジション 仰向け足　↓T ダウン投げ

スプローリング うつ伏せ頭　↓T ダウン投げ

レッグブレイカー うつ伏せ横　↓T ダウン投げ

グラウンドチョーク うつ伏せ足　↓T ダウン投げ

■ホールド
技名 コマンド 属性

飛びつき三角締め 上段Pに対して↖H 上段P

レッグキャッチ・スロウダウン 上段Kに対して↖H 上段K

巻き込みアームロック 中段Pに対して←H 中段P

レッグキャッチ・タックル 中段Kに対して→H 中段K

レッグキャッチ・パワースラム 壁際で中段Kに対して→H 中段K

ニーハンマー 下段Pに対して↙H 下段P

レッグスイープ 下段Kに対して↙H 下段K

巻き込み膝十字固め ジャンプPに対して←H ジャンプP

飛び付きパウンド ジャンプKに対して→H ジャンプK

エキスパートホールド

アームドラッグ 中段Pに対して→←H 中段P

バタフライチョーク 下段Kに対して←↘H 下段K

■ダウン攻撃
技名 コマンド 属性

スタンディングパウンド ↓P -

ジャンプパウンド ↑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

サイドポジション

がぶり

ダウン投げ

マウントポジション

ダウン投げ



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

ホーネットスティンガー 柵乗り越え中に P 中

ガゼルクラッシュ 柵乗り越え中に K 中

ランディングストレート 柵乗り越え着地際 P 上

ランディングロースピン 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:尻たたき APL -

アピール:気合入れ → or ←APL -

スロウダウン 上段


