
鉄拳５ 技表 ジャック５：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
ジャブ～スレッジハマー  上・中
ジャブ～スタンフック  上・上
マシンガンエルボー  中
アッパーラッシュＬ  中・中・中・中
マシンガンナックル  下・下・下・下
ダイヤモンドカッター  中
メガトンスイープ  下
エクスプローダー  中
ギガトンパンチ  中
ギガトンパンチ （レバー回転1～4） ガード不能
スレッジハマー  中
バイオレンスアッパー 立ち途中に 中
ストレート～エルボー～アッパー  上・中・中
ハンマーラッシュ・ロー しゃがみ状態で 下・下・中・中・下
ハンマーラッシュ・ミドル しゃがみ状態で 下・下・中・中・中
ハンマーラッシュ・ハイ しゃがみ状態で 下・下・中・中・上
クイックハンマーラッシュ・ロー しゃがみ前進中に 中・中・下
クイックハンマーラッシュ・ミドル しゃがみ前進中に 中・中・中
クイックハンマーラッシュ・ハイ しゃがみ前進中に 中・中・上
ワイルドスイング しゃがんだ状態から 中・中・中・上
アッパーラッシュＲ・ロー  中・中・中・下
アッパーラッシュＲ・ミドル  中・中・中・中
アッパーラッシュＲ・ハイ  中・中・中・上
アンカーショベル  下
ピボットガン・アサルト  中
リアクターエルボー oo oo oo    中
スタンフック  上
ロケットアッパー  中
セマホチョップ  中
スイングＬナックル・ロー しゃがみ前進中に 中・下
スイングＬナックル しゃがみ前進中に 中・中・中
スイングＬナックル・ハイ しゃがみ前進中に 中・上
スイングＲナックル・ロー しゃがんだ状態から 中・下
スイングＲナックル しゃがんだ状態から 中・中・中
スイングＲナックル・ハイ しゃがんだ状態から 中・上
コサックコンボ  下・下・下・下・下・下
グレネードスタンプ  中
ダークネスカッター 【】 ガード不能
サドンエルボー 【】 中
ビッグブーツ  下
ダブルハンマー oo立ち途中に 中・中
シザースメルトダウン  中・下
シザースメガトン  中・中
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鉄拳５ 技表 ジャック５：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
ユンボ  下・下
ブラボーナックル  中
ピボットガン  上・上・上・上・上
メルトダウン しゃがんだ状態から 下
ダイブボマー  ガード不能
ダイブボマー  ガード不能
ダイブボマー  ガード不能
ダイブボマー  ガード不能
ダイブボマー  ガード不能
アトミックショルダータックル  中
アトミックショルダータックル しゃがんだ状態から 中
タイタンダンプ  中
ヘッドスライディング  中
ヒッププレス  中
ブラッドファン  中・下・下・下・下
ブラッドファン  中・下・下・下・下
ダブルヒッププレス  中・中
ブラッドファン  中・中・下・下・下・下
ブラッドファン  中・中・下・下・下・下
シットダウン  特殊動作
ブラッドファン  特殊動作・下・下・下・下
ブラッドファン  特殊動作・下・下・下・下
シット＆ヒッププレス  特殊動作・中
ブラッドファン  特殊動作・中・下・下・下・下
ブラッドファン  特殊動作・中・下・下・下・下
ディスチャージャー 横移動中に 中
ピボットガン・スナイプ 横移動中に 上
バレルジャケットハンマー 横移動中に 上

１０連コンボ  特中・下・下・中・中・中・中・中・中・中
１０連コンボ  特中・下・下・中・中・中・中・中・下・中
１０連コンボ  中・中・下・下・下・中・中・中・中・中
１０連コンボ  中・中・下・下・下・中・中・中・下・中
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鉄拳５ 技表 ジャック５　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
サイクロンスロー 接近してor  投げ技
ピボットガン・ダイナミック 接近してor  投げ技
サイドリフトスロー 相手の左側で接近してor  投げ技 orでも可
ハンギングネックスロー 相手の右側で接近してor  投げ技 orでも可
デスシュート 背後から接近して × 投げ技 でも可
スパイラルクラッシュ 背後から接近して × 投げ技 でも可
闇雲 タックル中に  or   投げ技
ピラミッドドライバー   投げ技
バックブリーカー   投げ技
カタパルトスロー   投げ技
カタパルトスロープラス   投げ技
パニッシュメントドロップ   投げ技
パニッシュメントメガトン   投げ技
パイルドライバー   投げ技
スラッピングダウン   投げ技
ＧＵＮボム   下段投げ
ＧＵＮボム   下段投げ
ヘルプレス  × 打撃投げ
フェイスバッシャー  × 投げ技
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