
鉄拳５ 技表 ブライアン・フューリー：固有技

技名 コマンド（☆はレバーニュートラル） 攻撃判定・種類 備考
ワンツーローキック  上・上・下
ストッピング  上
ストッピングフェイントニー  上・中
スライサー  中 ホールド可。最大ホールドで攻撃力50
ガトリングコンビネーション  中・中・中・下
ストッピングフェイントストレート  上・上
クイックソバット  中・上
スナイパーソバットコンボ または 上・中・上
サザンクロスコンビネーション  上・上・中
レフトボディーブロー  中 ライトニングブローの１発目
ライトニングブロー  中・中・中・中 ディレイ可。技の途中にでライトボディーブローにつながる
ライトボディーブロー  中
マッハパンチ  上
ダブルボディーブロー  中・中
ボディーアッパー 立ち途中に 中
アトミックブロー 立ち途中にヒット後 中・打撃投げ 正面ヒット時のみ投げに移行
リフトアッパー 立ち上がり途中に 中
デビルクロー 横移動中に 上
ガトリングプラスワン  中・中・中・中
ストッピングトリプルパンチ  上・上・中・中
ファントムクロー 横移動中に【】 中
スネークファング またはまたは 中・中
スナイパーソバット または 中
フライングヒール または 中
ニークラッシュ 立ち上がり途中に 中
ダブルニークラッシュ 立ち上がり途中に 中・中
クイックローキック  下
レッグスラッシュ  中

スネークコンビネーション  上・上・上・上・上
２発目以降ディレイ可。３発目中にで３発目をキャンセ
ルできる。４発目中にまたはで４発目をキャンセルして

スネークエッジ  下
サイドハンマー 横移動中に 上
グラビトンハンマー  ガード不能
クイックグラビトンハンマー  ガード不能
スウェー  特殊動作
スウェー＆スマッシュ  上
サザンクロスプラスワン  上・上・中・上
ライトバックナックル  上

ダブルバックナックル  上・上
ディレイ可。１発目中にで１発目をキャンセルできる。２
発目中にまたはで２発目をキャンセルして横移動
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鉄拳５ 技表 ブライアン・フューリー：固有技

技名 コマンド（☆はレバーニュートラル） 攻撃判定・種類 備考

マッハコンビネーション  上・上・上
２発目ディレイ可。１発目中にで１発目をキャンセルでき
る。２発目中にまたはで２発目をキャンセルして横移動

スラッシュコンビネーション（Ａ）  上・中

スラッシュコンビネーション（Ｂ）  上・上・中
２発目ディレイ可。１発目中にで１発目をキャンセル。２
発目中にまたはで２発目をキャンセルして横移動

アトミックコンビネーション（Ａ）  上・上・上・中

アトミックコンビネーション（Ｂ）  上・上・上・上・中
３発目、４発目ディレイ可。３発目中にで３発目をキャン
セルできる。４発目中にまたはで４発目をキャンセルし

フリーズコンビネーション  上・上・中・下
ショートアッパー 立ち上がり途中に 中
サイドロー  下
フライングニールキック  中
ニーブレイク  中
挑発  ガード不能
スネークスラッシュ  中
クイックレフトローキック  下
マッハキック  上
チョッピングエルボー  中
ストマックブロー  中
ストマックニー  中
ストマックコンビネーション  上・中・中
ガトリングラッシュ 【】 中・中・中・中・中・中・中・中・中・中・中・中

ネオストマックコンビネーション 後７秒以内に 上・中・中・上・上・中・上 ４発目がヒットしていないと５発目以降が発生しない
ワンツースマッシュ  上・上・中
ワンツーハイキック  上・上・上
PKコンビネーション  上・中
エルボースラッシュ  中
ジェットアッパー  上
ライオットアナコンダ  中・上・中
アナコンダバイツ  中・上・上
スイーパーキック  下
ロー・ストマックコンビネーション  下・中
ストッピング～ハイドクローラー または 上・特殊動作
ストッピング～ダブルハンマー  上・中
MPKコンビネーション  下・上・中

１０連コンボ  上・中・中・中・上・上・上・上・中・上
１０連コンボ  上・中・中・中・上・上・上・中
１０連コンボ  上・中・中・中・上・上・中・上・上
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鉄拳５ 技表 ブライアン・フューリー：投げ技

技名 コマンド（☆はレバーニュートラル） 抜け 攻撃種類 備考
ＤＤＴ 接近してまたは  投げ技
ブライアンクラッシャー 接近してまたは  投げ技
フリーフォール 相手の左側面で接近してまたは  投げ技 またはでも可
ニーブラスト 相手の右側面で接近してまたは  投げ技 またはでも可
ハンマースロー 背後から接近してまたは × 投げ技 またはでも可
スネークミキサー   投げ技
デスメッセンジャー   投げ技
パリング  × 返し技  パンチ技専用さばき　追加で攻撃可さばく技によって攻撃が変わる

アトミックブロー 立ち途中にヒット後 × 打撃投げ
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