
NiCO 技表 Ver.1.06（AC版）

流派：プンチャック・シラット+科学

■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

プクラン・サトリア P 上

タンガン・ハリマオ PP （上上）

タンガン・ハリマオ・ドゥア PPP （上上）上

EMF-メソン PPPP （上上）上上

EMF‐メソン：ムリウィス PPPP（タメ最大）
（上上）上（上

中）

EMF-プロトン PPPP+K （上上）上中

EMF-プロトン：ガルーダ PPPP+K（タメ最大） （上上）上中

ブラン・サビット PPPK （上上）上中

プトゥリ・グンティン PP→P （上上）中

ウルタン・トゥンダガン・サンピン PPK （上上）中

ウルタン・トゥンダガン・バリン・ティンギ PPKK （上上）中上

ウルタン・サプアン・トゥガク PPK↓K （上上）中下

ウルタン・ビセット・ナガ PP↓K （上上）下

トゥンダガン・ガジュル PK 上上

プクラン・ダタル →P 中

プクラン・テバ →PP 中中

プクラン・ダタル・ティガ →PPP 中中中

EMF-バリオン →PPPP 中中中中

EMF-バリオン：ハリマオ →PPPP（タメ最大）
中中中（中中

中）

トゥンダガン・バリン・ティガ →PPK 中中中

ロンジャカン・サプアン・トゥガク →P↓K 中下

プクラン・バリン ←P 中

プクラン・テバ・アタス ←PP 中上

トゥンダガン・バリン・ドゥア ←PK 中中

カパル・セラム・ドゥア ←P↓K 中下

プクラン・アタス・ナガ ↑P 上

プクラン・パル・ナガ ↑PP 上中

クントゥル・トゥスカン ↗P 上

クントゥル・ウジュン・シク・アタス ↗PP 上上

デンクラン・ガルーダ ↗PK 上中

シク・ケバワ ↖P 中

ドブラカン・バワ ↓P 下

プクラン・サンガー ↘P 中

プクラン・サプアン ↙P 下

シク・トゥスク →→P 中



EMF-タキオン ↓↘→P 中

EMF-タキオン：ハリマウ ↓↘→P(タメ最大) 中

トゥンダガン・プトゥリ K 上

タンパル・プトゥリ KP 上上

トゥンダガン・ジェジャグ KK 上中

ロンパト・バリン KKK 上中上

ドゥンクラン・ドゥパン →K 中

プクラン・ドゥパン →KP 中中

ロンパト・ペルタラン →KK 中上

ヘンタク・バワ・ティガ →KKK 中上中

トゥンダガン・バリン ←K 中

トゥンダガン・サンピン・アタス ↑K 上

ドゥンクラン・アタス ↗K 中

ドゥンクラン・ケバワ ↖K 中

トゥンダガン・ゲジグ ↓K 下

トゥンダガン・サンピン ↘K 中

トゥンダガン・バリン・ティンギ ↘KK 中上

サプアン・トゥガク ↘K↓K 中下

ヘンタク・バワ ↙K 中

トゥンダガン・ルルス →→K （中中）

プサラン・アイル ↓↘→K （中中）

EMF-ブラディオン P+K 上

EMF‐ブラディオン：ムリウィス P+K(タメ最大) （上中）

EMF-ルクシオン →P+K 中

EMF-ルクシオン：ナガ →P+K（タメ最大） （中中）

EMF-グルーオン ←P+K 中

EMF-グルーオン：ガルーダ ←P+K（タメ最大） 中

EMF‐アンチグラヴィトン ↘P+K 中

EMF-アンチグラヴィトン：クントゥル ↘P+K（タメ最大） （中中中）

プサル H+K 上

メルンクル →H+K 下

トゥンダガン・ベラカン・ダラム ←H+K 中

ビセット・ドゥア ←H+K↓K 中下

ビセット・ナガ ↓H+K 下

サプアン・レバー・ドゥパン ↘H+K 中

サプアン・レバー・ベラカン ↘H+KK 中中

カパル・セラム ↙H+K 下

■背後技
技名 コマンド 属性

ベラカン・プクラン・サトリア P 上

ベラカン・プクラン・バリン ←P 中

ベラカン・プクラン・サプアン ↓P 下

ベラカン・トゥンダガン・プトゥリ K 上

ベラカン・トゥンダガン・ジェジェ ←K 中

ベラカン・ビセット・ナガ ↓K 下

■投げ技
技名 コマンド 属性

ルトゥ・プター・カパラ T 上段正面

タリック・クリッ →T 上段正面

タリック・クリッ 壁→T 上段正面

ガジャ・プター・カパラ ←T 上段正面



EMF-アクシオン ↓↘→T 上段正面

ボソンドライブ ↓↘→T・T 上段正面

フェミニオンブレイク ↓↘→T・↓T 上段正面

ケンジット・タリク・カパラ 背T 上段背後

プター・カパラ・ペレガンガン

背→T
背←T
背↓↘→T

上段背後

ビセット・ダルム・ルトゥ ↓T 下段正面

ビセット・ダルム・ルトゥ 壁↓T 下段正面

タリク・カパラ・クジャン 背↓T 下段背後

■ホールド
技名 コマンド 属性

ケンジット・プター・カパラ 敵上段Ｐに対し ↖H 上段Ｐ

セギティガ・イブリス 敵上段Ｋに対し ↖H 上段Ｋ

グンティガン・プター・カパラ 敵中段Pに対し ←H 中段Ｐ
ブアトゥ・ケプトゥサン 敵中段Ｋに対し →H 中段Ｋ

タリク・カパラ・セトゥルム 敵下段Ｐに対し ↙H 下段Ｐ

サプー・ルーア・メロボーカン 敵下段Kに対し ↙H 下段Ｋ

ビンタン・ジャトゥ 敵ジャンプＰに対し ←H ジャンプＰ

カパル・ハルタ・カルン 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

EMF-ミュオン ↓P -

EMF-タウオン ↑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

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

EMF-クォーク 柵乗り越え中に P 中

ロンパト・トゥンダガン・ルルス 柵乗り越え中に K 中

EMF-グルーオン 柵乗り越え着地際  P 中

ヘンタク・バワ 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「体力ゲージ、見てますか」 APL -

アピール「勝敗は決するまでわからない、不確定性原理
ということです」 →APL -

タリック・クリッ 上段正面投げ


