
リグ技表 Ver.1.06（AC版）

流派：テコンドー

■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(上上上)

フェイタルラッシュ3 SSS 上(上上上)(上上)

フェイタルラッシュ4 SSSS
上(上上上)(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

ノプンデ・パロチルギ P 上

ノプンデ・パンデチルギ PP (上上)

ソンカル・アヌロテリギ PPP (上上)上

コンボ・ヨッチャトゥルキ PPPK (上上)上上

コンボ・トラ・ネリョチャギ PPP←K (上上)上中

コンボ・ナジュンデ・トラ・パンデ・トルリョチャギ PPP↓K (上上)上下

コンボ・カウンデ・トルリョチャギ PPK (上上)中

コンボ・ノプンデ・トルリョチャギ PPKK (上上)中上

コンボ・カウンデ・トラ・トルリョチャギ PPK→K (上上)中中

トリプルキック・フェイク～クブリョ・ソギ PPK→K← (上上)中-

コンボ・ナジュンデ・トラ・ネリョ・コロチャギ PPK↓K (上上)中下

コンボ・ナジュンデ・トルリョチャギ PP↓K (上上)下

コンボ・ヨッチャ・オルリギ PP↓KK (上上)下中

ノプンデ・パンデチルギ～ターンレッグカット PP← (上上)-

アンヌンソ・チルギ P→P 上中

クイック・ノプンデ・トラ・パンデ・トルリョチャギ PK 上上

クイック・ティオ・トラ・パンデ・トルリョチャギ PKK 上上上

クイック・オフビート PK→K 上上中

クイック・アップダウン・トルネード PK↓K 上上下

アッパルクッ・テリギ →P 中

ヨッパルクッ・トゥルキ →PP 中中

ムルッ・オルリョ・チャギ →PK 中中

アッパルクッ・テリギ～パクロ・ヌルリョチャギ →P↓K 中下

アッパルクッ・テリギ～コンボ・ノプンデ・ヨッチャチルギ →P↓KK 中下上

ソンカル・カウンデ・ヨッテリギ ←P 中

ソンカル・カウンデ・ヨッテリギ～アンヌンソ・チルギ ←PP (中中)

コンボ・360°・ティオ・トラ・ヨッチャチルギ ←PK 中(上上)

ノプンデ・ソンパダッ・テリギ ↑P 上

ウッパルクッ・テリギ ↗P 上

ヨッチュモ・ネリョテリギ ↗PP 上上

ソンカル・ネリョテリギ ↖P 中

ナジュンデ・パンデ・チルギ
↓P 下

オルリョチルギ ↘P 中

リフトオフ ↘PK 中上

オービット・コンボ ↘PKK 中上(中中中)

ソンカル・ナジュンデ・ヨッテリギ ↙P 下

ソンカル・カウンデ・ヨッテリギ～アンヌンソ・チルギ ↙PP 下中

ソンソンクッ・カウンデ・パロトゥルキ →→P 中

ノプンデ・トルリョチャギ K 上



コロ・チャギ KK 上上

コンボ・ノプンデ・ソンパダッ・テリギ KKP 上上上

トリプルキックコンビネーション KKK 上上中

トリプルキックコンビネーション～クブリョソギ KKK← -

トリプルキック・プラスワン KKK→K 上上中中

トリプルキック・フェイク～クブリョ・ソギ KKK→K← 上上中-

コロ・チャギ～ターンレッグカット KK← 上上―

トルリョチャギ～アッチャ・オルリギ K→K 上中

トルリョチャギ～アッチャ・オルリギ～ネリョチャギ K→KK 上中中

トルリョチャギ～パクロ・ヌルリョチャギ K↓K 上下

トルリョチャギ～イージュン・ノプンデ・ヨッチャチルギ K↓KK 上下上

ナレチャギ →K 中

ヨンソッ・ナレチャギ →KK (中中)

ヨンソッ・ナレチャギ～ターンレッグカット →KK← (中中)―

ナレチャギ～ティオ・アッチャプスギ →K↗K 中上

アッチャ・プスギ ←K 中

アッチャ・プスギ～ノプンデ・トルリョチャギ ←KK 中上

アッチャ・オルリギ ↑K 中

ネリョチャギ ↑KK 中中

ティオ・アッチャプスギ ↗K 上

トラ・ネリョチャギ ↖K 中

ダブルホイールキック ↖KK 中

ナジュンデ・トルリョチャギ ↓K 下

ナジュンデ・トルリョチャギ～ヨッチャ・オルリギ ↓KK 下中

ナジュンデ・トルリョチャギ～ナジュンデ・トラ・ネリョ・コロチャギ ↓K↓K 下下

カウンデ・トルリョチャギ ↘K 中

イージュン・ノプンデ・トルリョチャギ ↘KK 中上

カウンデ・トラ・コロチャギ ↘K→K 中中

カウンデ・パンデ・トルリョチャギ～クブリョ・ソギ ↘K→K← 中-

カウンデ・トルリョチャギ～パクロ・ヌルリョチャギ ↘K↓K 中下

カウンデ・トルリョチャギ～イージュン・ノプンデ・ヨッチャチルギ ↘K↓KK 中下上

パクロ・ヌルリョチャギ ↙K 下

イージュン・ノプンデ・ヨッチャチルギ ↙KK 下上

アッチャ・ミルギ →→K 中

レッグカット →→K← 中

ティッチャ・チルギ ←←K 上

スペースウォーク ←←KK 上(中中中)

ヨッチャ・オルリギ ↘↘K 中

ティオ・ヨッチャチルギ ↓↘→K 上

ギロチンヒール ↓↙←K 中

サンジュモク・ティジボチルギ P+K 中

アッチャプスギ P+KK (中中)

ターンレッグカット～クブリョ・ソギ →P+K -

クブリョ・ソギ ←P+K -

クブリョ・ソギ ↓P+K -

ノプンデ・トラ・パンデ・トルリョチャギ H+K 上

ティオ・トラ・パンデ・トルリョチャギ H+KK 上上

オフビート H+K→K 上上中

アップダウン・トルネード H+K↓K 上下

ティオ・トラ・ヨッチャチルギ →H+K (上上)

スロチャギ ↓H+K 下

ナジュンデ・トラ・ネリョ・コロチャギ ↙H+K 下

■背後技
技名 コマンド 属性

トラソ・トゥン・ヂュモク P 上

トラソ・ヨッチュモク・ヨッテリギ ←P 中



トラソ・ヨッパルクッ・トゥルキ ↖P 中

トラソ・ナジュンデ・ヨッチュモク・ヨッテリギ ↓P 下

トラソ・ノプンデ・パンデ・トルリョチャギ K 上

トラソ・ティオ・パンデ・トルリョチャギ KK 上上

ターン・オフビート K→K 上中

トラソ・ナッチュギ・スロチャギ K↓K 上下

トラソ・トラ・ネリョチャギ ←K 中

トラソ・ナジュンデ・トルリョチャギ ↓K 下
トラソ・ターンレッグカット～クブリョ・ソギ P+K -

トラソ・540・コルリョチルギ H+K 上

■クブリョ・ソギ中の技
技名 コマンド 属性

クブリョソ・ソンカル・ネリョテリギ P 中

クブリョソ・ノプンデ・コロチャギ K 上

クブリョソ・ノプンデ・コロチャギ～トルリョチャギ KK (上上)

ハイキックテンペスト KKK (上上)上

ハイキックテンペスト～ターンレッグカット KKK← (上上)上-

ダブルキック～トラ・ネリョチャギ KK→K (上上)中

クブリョソ・アッチャチルギ →K 中

レッグカット →K← 中-

クブリョソ・アッチャプスギ ←K 中

クブリョソ・ヨッチャミルギ ←KK 中上

クブリョソ・ティオ・ネリョチャギ ↑K 中

↖K タメ可
↖K 最大タメ時

クブリョソ・パクロ・ヌルリョチャギ ↓K 下

クブリョソ・イージュン・ノプンデ・ヨッチャチルギ ↓KK 下上

クブリョソ・カウンデ・トルリョチャギ ↘K 中

クブリョソ・カウンデ・トルリョチャギ～クブリョソギ ↘K← -

トリプルキック・プラスワン ↘K→K 中中

トリプルキック・フェイク～クブリョ・ソギ ↘K→K← 中-

アンヌンソ・パンデチルギ P+K 中

クブリョソ・ターンレッグカット →P+K -

クブリョソ・ノプンデ・トラ・パンデ・トルリョチャギ H+K 上

クブリョソ・ティオ・トラ・パンデ・トルリョチャギ H+KK 上上

クブリョソ・オフビート H+K→K 上中

クブリョソ・アップダウン・トルネード H+K↓K 上下

ティオ・イージュン・ヨッチャチルギ →H+K (上中)

コンボ・ティッチャ・チルギ →H+KK (上中)中

クブリョソ・ティオ・トラ・コルチョチャギ ←H+K 上

クブリョソ・ナジュンデ・トルリョチャギ ↓H+K 下

チャユ・ソギ H -

トラソ・クブリョソ・トゥン・ヂュモク 敵背後時 P 上

トラソ・クブリョソ・ヨッチュモク・ヨッテリギ 敵背後時 ←P 中

トラソ・クブリョソ・ナジュンデ・ヨッチュモク・ヨッテリギ 敵背後時 ↓P 下

トラソ・クブリョソ・ノプンデ・パンデ・トルリョチャギ 敵背後時 K 上

トラソ・クブリョソ・ナジュンデ・トルリョチャギ 敵背後時 ↓K 下

トラソ・クブリョソ・クブリョソ 敵背後時 P+K -

トラソ・クブリョソ・540・コルリョチルギ 敵背後時 H+K 上

■ターンレッグカット中の技
技名 コマンド 属性

ヨッチュモク・ヨッテリギ P 中

ターン・ノプンデ・ヨッテリギ ↑P 上

ターンキック →K 上

ターンキック～540°スパイラル →KK 上上

ダブルターンキック →K→K (上上)

ダブルターンキック～540°スパイラル →K→KK (上上)上

クブリョソ・トラ・ネリョチャギ 中



トリプルターンキック →K→K→K (上上上）

トラ・コルチョチャギ K 中

アクセルスピン KK (中上)

リグ・ツイスター KH+K 中上

リグ・トルネード KKK (中上)上

リグ・サイクロン KK←K (中上)中

ターン・ナジュンデ・トルリョチャギ ↓K 下

540°スパイラル H+K 上

540・コルリョチャギ →H+K 上

■投げ技
技名 コマンド 属性

アームブレイカー T 上段正面

コンビネーション・ツイスター →T 上段正面

スイングアームトルネード →→T 上段正面

ブロウアウト ←↙↓↘→T 上段正面

ワイルドウェル
天井があるところで
←↙↓↘→T

天井

ラピッドファイア クブリョ・ソギ中にT 上段正面

ファイヤーマンズキャリー しゃがんだ敵に↓T 下段正面

ワンハンドスロー 背後からT 上段背後

ピストンキック
しゃがんだ敵に
背後から↓T

下段背後

ヘブン・トゥ・ヘル
クブリョ・ソギ→H+KK
空中ヒット時自動派生

空中

■ホールド
技名 コマンド 属性

ハンマーダウン 上段Pに対して↖H 上段P

バルブハンドルスロー 上段Kに対して↖H 上段K

ブレイジングラッシュ 中段Pに対して←H 中段P

トリックキック 中段Kに対して→H 中段K

コッケンイ・チャギ 下段Pに対して↙H 下段P

スタンプヒール 下段Kに対して↙H 下段K

アンチエアースティング ジャンプPに対して←H ジャンプP

ピトゥロ・チャギ ジャンプKに対して→H ジャンプK

スパイラルシャフト 中段Kに対して←→H 中段K

■ダウン攻撃
技名 コマンド 属性

グラウンド・スタンプ ↓K -

ジャンピング・ハンマーヒール ↑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

エキスパートホールド



■乗り越え技
技名 コマンド 属性

ティオ・ソンカル・アヌロテリギ 柵乗り越え中に P 中P

ティオ・ネリョチャギ 柵乗り越え中に K 中K

ランディング・ショット 柵乗り越え着地際 P 中P

ランディング・スウィープ 柵乗り越え着地際 K 下K

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「いい度胸だな」 APL -

アピール「めんどくせぇ…」 → or ←APL -

スイングアームトルネード 上段正面投げ


