
ザック 技表 Ver.1.06（AC版）

流派：自己流ムエタイ

■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

ジャブ・ストレート PP (上上)

バルカンフレイム PPP (上上)上

ダブルスピンフェイク PPP⇑ (上上)上-

フェイクバズーカ PPP⇑P (上上)上中

フェイクスピニングヒール PPP⇑K (上上)上中

コンボ・ソーク・クラブ PPPP (上上)上上

メビウスラッシュ PPPK (上上)上中

バルカンミドルキック PPK (上上)中

バルカンダブルミドル PPKK (上上)(中中)

バルカントリプルミドル PPKKK (上上)(中中中)

マッドビースト PPKKKK (上上)(中中中)中

ビーストシフト PPKKK↓K (上上)(中中中)下

バルカンエッジ PP→P (上上)中

デビルズラッシュ PP→PP (上上)中中

ジェノサイドラッシュ PP→PK (上上)中中

デビルズトルネード PP→P↓K (上上)中下

ティー・カウ・トロンコンボ PP→K (上上)中

ダブルニーコンボ PP→KK (上上)中中

トロピカルハリケーン PP→K↓K (上上)中下

コンボニースピンミドル PP→KH+K (上上)中中

ジャブ・ストレート～スウェー PP⇐ (上上)－

バルカンフェイク PP⇑ （上上）-

フェイクバズーカ PP⇑P （上上）中

フェイクスピニングヒール PP⇑K （上上）中

ジャブ・ストレート～ダッキング PP⇓ (上上)－

バルカンローキック PP↓K (上上)下

バルカンダブルロー PP↓K⇓K (上上)(下下)

バルカントリプルロー PP↓K⇓KK (上上)(下下下)

マッドハウンド PP↓K⇓KKK (上上)(下下下)下

ハウンドシフト PP↓K⇓KK↘K (上上)(下下下)中

バルカンニーキック PP↗K (上上)中

ジャブ・ハイキック PK 上上

ジャブ・ハイターンヒール PKK 上上中

ジャブ・ハイターントリプル PKKK 上上中上

ブーストラッシュ PKKKK 上上中上中

ティー・ソーク・トロン →P 中

ダブルソーク →PP 中中

エルボーミドルキック →PK 中中



エルボーダブルミドル →PKK 中(中中)

エルボートリプルミドル →PKKK 中(中中中)

インフェルノラッシュ →PKKKK 中(中中中)中

インフェルノシフト →PKKK↓K 中(中中中)下

ティー・ソーク・ラーン →→P 中

ティー・ソーク・ラッシュ →→PP 中上

マッハパンチ →→P→P 中中

ダブルマッハパンチ →→P→PP 中(中中)

トリプルマッハパンチ →→P→PPP 中(中中中)

ファイナルスマッシュ →→P→PPPP 中(中中中)中

ヘルニードル ↑P 中

リーピングエルボー ↗P 上

リープスピンエルボー ↗PP 上上

スラムナックル ↖P 上

ストライクナックル ↖PP 上中

フェイクストライクナックル ↖PP+K 上－

スラムナックル～スウェー ↖P⇐ 上－

ローナックル ↓P 下

ローナックル～ダッキング ↓P↓ 下－

アッパー ↘P 中

ヘルスマッシュ ↘PP 中中

ヘブンスマッシュ ↘PPP 中中中

アッパー～スウェー ↘P⇐ 中－

デビルズアッパー ↘↘P 中

ダブルツイスター ↘↘PP 中中

ダブルツイスター～ダッキング ↘↘PP↓ 中中－

デビルズエルボー ↘↘P→P 中上

ザックキャノン ↓↘→P 中

ザックキャノン～ダッキング ↓↘→P↓ -

ティー・ソーク・ボン ↓↙←P 中

ハイキック K 上

ハイターンヒールキック KK 上中

ハイターントリプル KKK 上中上

メフィストラッシュ KKKK 上中上中

ティー・カウ・トロン →K 中

ガトリングニー →KK 中中

トロピカルストーム →K↓K 中下

ニースピンミドル →KH+K 中

カウ・ロイ →→K 中

ティップ ←K 中

ティップ～ダッキング ←K⇓ 中-

←→K タメ可 上

←→K 最大タメ時 強上

ハーフスピンハイキック ←←K 上

ハーフスピンソーククラブ ←←KP 上上

ハーフスピンヒールキック ←←KK 上中

ファンキーホッパー ↑K 上

ライジングヒールキック ↗K 上

レイジングニー ↖K 中

オーバーヘッドキック ↖KK 中中

スプリングキック ↖K・K 中中

テッ・ラーン ↓K 下

ダブルローキック ⇓KK 下下

トリプルローキック ⇓KKK 下(下下)

ローキックラッシュ ⇓KKKK 下(下下下)

ベリアルラッシュ ⇓KKKKK 下(下下下)下

ベリアルシフト ⇓KKKK↘K 下(下下下)中

ザックハリケーン



テッラーン・ストレート ↓KP 下上

バルカンフレイム ↓KPP 下上上

コンボ・ソーク・クラブ ↓KPPP 下上上上

ダブルスピンフェイク ↓KPP⇑ 下上上上-

フェイクバズーカ ↓KPP⇑P 下上上上-中

フェイクスピニングヒール ↓KPP⇑K 下上上上-中

メビウスラッシュ ↓KPPK 下上上中

トリッキーミドルキック ↓KPK 下上中

トリッキーダブルミドル ↓KPKK 下上(中中)
トリッキートリプルミドル ↓KPKKK 下上(中中中)

トリッキービースト ↓KPKKKK 下上(中中中)中

フューリービースト ↓KPKKK↓K 下上(中中中)下

バルカンニーキック ↓KP↗K 下上中

バルカンフェイク ↓KP⇑ 下上-

フェイクバズーカ ↓KP⇑P 下上中

フェイクスピニングヒール ↓KP⇑K 下上中

バルカンエッジ ↓KP→P 下上中

デビルズラッシュ ↓KP→PP 下上中中

ジェノサイドラッシュ ↓KP→PK 下上中中

デビルズトルネード ↓KP→P↓K 下上中下

ティー・カウ・トロン ↓KP→K 下上中

ガトリングニー ↓KP→KK 下上中中

トロピカルハリケーン ↓KP→K↓K 下上中下

コンボニースピンミドル ↓KP→KH+K 下上中中

テッラーン・ストレート～スウェー ↓KP⇐ 下上－

テッラーン・ストレート～ダッキング ↓KP⇓ 下上－

トリッキーローキック ↓KP↓K 下上下

トリッキーダブルロー ↓KP↓K⇓K 下上(下下)

トリッキートリプルロー ↓KP↓K⇓KK 下上(下下下)

トリッキーハウンド ↓KP↓K⇓KKK 下上(下下下)下

フューリーハウンド ↓KP↓K⇓KK↘K 下上(下下下)中

ハイターンヒールキック ↓KK 下中

ハイターントリプル ↓KKK 下中上

メフィストラッシュ ↓KKKK 下中上中

ミドルキック ↘K 中

ダブルミドルキック ↘KK 中中

トリプルミドルキック ↘KKK 中(中中)

ミドルキックラッシュ ↘KKKK 中(中中中)

デーモンラッシュ ↘KKKKK 中(中中中)中

デーモンシフト ↘KKKK↓K 中(中中中)下

コンドルキック ↘↘K 中

コンドルフライト ↘↘KK 中上

コンドルダイブ ↘↘KP 中中

コンドルダイブ～ダッキング ↘↘KP⇓ 中中-

オーストリッチキック ↓↘→K 中

プンホーッ P+K 中

→P+K
走り中に K
→→P+K
走り中P+K
→→P+K↓
走り中P+K↓

ツイスターアッパー ↘P+K 中

ツイスターアッパー～ダッキング ↘P+K⇓ 中-

コザックキック H+K 上

スピニングミドルキック →H+K 中

ハンティングキック →→H+K 上

エアウォーク～ダッキング 中-

フライングニーキック 中上

エアウォーク 中



ザックサイクロン →→H+KK 上

ヴァーチカルアックス ←H+K 中

ザックトルネード ↓H+K 下

ロングバズーカ ↓↘→HP 中

フェイクロールソバット ↓↘→HK 中

スウェーフィスト スウェー中に  P 上

タンブリンキック スウェー中に K 中

タンブリンヒール スウェー中に KK 中中

クレイジーバット スウェー中に P+K 中

スウェー中に →P+K
走り中P

ダックスマッシュ ダッキング中に P 上

ダックフック ダッキング中に →P 中

ダックフック～スウェー ダッキング中に →P⇐ 中-

ダブルダックフック ダッキング中に →PP 中中

ダブルダックフック～スウェー ダッキング中に →PP⇐ 中中-

ダッキングアッパーコンボ ダッキング中に →PPP 中中上

トリプルダックフック ダッキング中に →PP→P 中中

トリプルダックフック～スウェー ダッキング中に →PP→P⇐ 中中中-

ロングロールアッパー ダッキング中に →PP→PP 中中中上

エンドレスザックロール ダッキング中に →PP→P→P 中中中中

エンドレスザックロール～スウェー ダッキング中に →PP→P→P⇐ 中中中中-

ザックロールアッパー ダッキング中に →PP→P→PP 中中中中上

ダックニー ダッキング中に K 中

ハヌマーンタワイウェン ダッキング中に P+K 中

ハヌマーンタワイウェン～スウェー ダッキング中に P+K⇐ -

ローリングブラスト スライドロール中に P 中

ローリングロースピン スライドロール中に K 下

■背後技
技名 コマンド 属性

ターンナックル P 上

ターンエルボー ←P 中

ターンソーククラブ ↖P 上

ターンローナックル ↓P 下

ターンヒールキック K 上

ターンアッパーキック ←K 中

ターンスピニングヒールキック ↖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

ワイルドスロー T 上段正面

→T
ダッ キング中に →T
スウェー中に →T

ゴッ・コー・ティー・カウ →→T 上段正面

ナイトメアスタンド 壁際で →→T 壁

ハードラッシュ ↘↘T 上段正面

スプラッシュダンク ↓↙←T 上段正面

フライボーディング 壁際で ↓↙←T 壁

ダッ キング中に T
スウェー中に T

プッシュアウェイ 首相 撲中に T 派生

ツイストアラウンド 首相 撲中に ←T 派生

ファンキーロール 中

ティー・カウ・コーン 上段正面

首相撲 上段正面



ツイストプッシュ ツイ ストアラウンド中に T 派生

リーピングニー ツイ ストアラウンド中に K 派生

ガットニー 首相 撲中に K 派生

(プッシュアウェイ) ガッ トニー中に T 派生

(ツイストアラウンド) ガッ トニー中に ←T 派生

(ツイストプッシュ) ツイ ストアラウンド中に T 派生

(リーピングニー) ツイ ストアラウンド中に K 派生

ツイストニー ガッ トニー中に K 派生

(プッシュアウェイ) ツイ ストニー中に T 派生

(リーピングニー) ツイ ストニー中に K 派生

(ツイストアラウンド) ツイ ストニー中に ←T 派生

(プッシュアウェイ) ツイ ストアラウンド中に T 派生

(リーピングニー) ツイ ストアラウンド中に K 派生

ネックハンティング 敵背後時 T 上段背後

バイオレンスビート 敵背後時 →T 上段背後

ビーストファング 敵 しゃがみ時 ↓T 下段正面

ハートブレイカー 敵しゃがみ時 ↙T 下段正面

リバースビーストファング 敵 しゃがみ背後時 ↓T 下段背後

■ホールド
技名 コマンド 属性

オクトパスブロー 敵上段Ｐに対し ↖H 上段Ｐ

スラッシュエルボー 敵上段Ｋに対し ↖H 上段Ｋ

クロスバズーカ 敵中段Ｐに対し ←H 中段Ｐ

ヒールエッジ 敵中段Ｋに対し →H 中段Ｋ

ファンキーエルボー 敵下段Ｐに対し ↙H 下段Ｐ

ダストスタンプ 敵下段Ｋに対し ↙H 下段Ｋ

エアダンク 敵ジャンプＰに対し ←H ジャンプＰ

ダブルホールドバッシュ 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

ワイルドヒール ↓K -

フットスタンプ ↑P+K -

ステッピングウェーブ ↑P+K ←→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

ヘッドスプリング 仰向け敵足 H+K －

スプリングヒール 仰向け敵足 H+K・K 中中

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

スラムダンク 柵乗り越え中に P 中

ホップキック 柵乗り越え中に K 中

フォワードステップエルボー 柵越え着地際 P 中

フォワードエルボーラッシュ 柵越え着地際 PP 中上

フォワードステップニー 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

スウェー ←P －

ダッキング ↓P+K －

スウェー～ダッキング スウェー中に ↓ －

ダッキング～スウェー ダッキング中に ⇐ －

ダッキング中に ⇑ －

ダッキング中に ⇓ －

フェイクアウト ←P+K・H －

フェイクロール ↓↘→H －

アピール：「無理っス」 APL －

アピール：「き～びし～」 →APL －

アピール；「かかってきたまえ！」 ←APL －

ウェーブ ↑APL －

バーティカルウェーブ ↑APL・APL －

スパイラル ↑APL・APL・APL －

アピール：「ザックビーム」 ↘APL 中P

アピール：「無茶っス」 ↓APL －

ゼログラビティ ↙APL －

↘KKKKP+K －

PPKKKP+K －

→PKKKP+K －

↓K⇓KKKP+K －

PP↓K_KKKP+K －

スプラッシュダンク 上段正面投げ

ダッキング～スライドロール

ファンキーフェイク


