
格闘スタイル：ボクシング
国　　籍：イギリスSteve Fox

スティーブ・フォックス

デフォルトキャラ最後の2人と、ボスキャラのプロフィールを公開！
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20※画面は開発中のものです。21

ついに『鉄拳5』が全国のアミューズメントスポットに登場！
このページではデフォルトキャラの最後の2人のプロフィール、そしてつい
に正体をあらわしたボスキャラを紹介。さらに、初心者にオススメの技も20
人分ドーンと紹介しちゃうぞ。「格闘ゲームは難しくて･･･」という人も、この
ページを見て、まずはやってみよう!!
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Devil Jinデビル仁 格闘スタイル：不明
国　　籍：なし

世界チャンピオンの座を欲しいままにする天才ボクサ
ー、スティーブ・フォックス。
己の存在を世界に示し、出生の謎を解くため、スティ
ーブはThe King of Iron Fist Tournament 4に出場した。
雷 武龍の協力によって自らの出生の秘密を知ったス
ティーブは、自分を生み出した三島財閥に激しい怒り
を覚えると共に、自分のような人間を2度と作り出し
てはいけないと考えていた。
そんな折にThe King of Iron Fist Tournament 5の開催
が告知される。世界チャンピオンに返り咲いていたス
ティーブは、すぐさま大会への参加を決めるのだった。
「今の俺を止められる奴はいない。待っていろ、三島
財閥！」

デビルの血に支配されし、風間仁。
本丸の崩壊によって、永き封印から復活を遂げた三島仁八。
その力に呼応するかのように、仁の体内でデビルの血が活性化していった。
そして2ヵ月後。仁の精神は完全に侵蝕され、邪悪なる最凶の生物が覚醒
を遂げたのだった……。

OPムービーに登場したこの姿は仁八だった！

ゲームシステム紹介
格闘ゲームになじみのない人のためにも、
ここで一度、基本的なゲームシステムの
おさらいをしておこう。

『鉄拳5』はネットワーク対応！ICカードを
使ってプレイし、携帯電話からTEKKEN-
NETにカードを登録すると、キャラクター
のカスタマイズ、ランキングの閲覧、専用ア
プリのダウンロード等、様々なサービスが受
けられるのだ。TEKKEN-NETは i-mode、
EZweb、Vodafone live!の3キャリアに対
応しているぞ。

体力メーター
キャラクターの体力。相手から攻撃
を受けるとゲージが減少していく。

制限時間 制限時間が0になるとタイムアップ。
残り体力の多い方が勝ちとなる。

ポイント数
規定ポイントを得ると勝者となる。

基本ルール
互いに攻撃を加え、相手の体力メー
ターを0にすると、プレイ中のラウ
ンドは勝利。規定ラウンド分のポイ
ントを得ると、ステージクリアだ。
なお、タイムアップの場合は残り体
力の多い方が勝ちとなる。

GAME SYSTEM

Jinpachi Mishima三島 仁八
格闘スタイル：不明
国　　籍：不明

一代で三島財閥の礎を作った人物、三島仁八。
かつて"最強の拳士"と世界中の格闘家達から謳われた
仁八だったが、50年前に息子・三島 平八に敗れると
その名声を失うと共に、財閥頭首の座からも追われ
た。そして財閥を手に入れた平八が三島を軍事産業
へと推し進める中、仁八は平八の野望を阻止すべく
クーデターを計画するが、実行直前に捕らえられ地
下牢に封印されてしまう。その身が朽ち果てるほど
の永い時間を、仁八はただひたすら耐え続けた。そ
して地響きと共に封印の力が弱まった瞬間、仁八は
人と思えぬ咆哮を口から発し、力を一気に解放した。
長き封印を破り復活した仁八。全身に悪しきオーラ
を纏い、邪悪な笑みを浮かべたその瞳は赤く爛々と
輝いていた。

【ボスキャラ紹介】
ついにボスキャラの正体が判明！1Pプレイ時、まずデビル仁が登場し、
それを倒すと、三島仁八との対戦になるのだ！風間仁から見れば「曽祖父」
にあたる、彼の復活を誰が予想しえたろうか！？

格闘スタイル：暗殺格闘術
国　　籍：アイルランド

自分の過去を知らぬまま、暗殺を請け負って生きるニーナ・ウィ
リアムズ。
シンジケートからの情報で、スティーブ・フォックスが自分の息
子である事を知ったニーナだったが、その事実は彼女に対してな
んら意味を持たず、特別な感情が沸くことも無かった。
その後、シンジケートは雷武龍によって検挙され、スティーブを
狙う理由を失ったニーナは、記憶を取り戻そうと、実妹アンナ・
ウィリアムズと数年ぶりの再会を果たす。果たして、アンナの顔
を見た途端にニーナの過去の記憶は甦り、アンナに向けて発砲す
るニーナ。
その後、数日にも渡る銃撃戦が続いたものの、お互い決定打を欠
き、ついにはThe King of Iron Fist Tournament 5で決着をつける事
となった。かくして、壮絶な姉妹喧嘩は再び幕を開けたのだった。

ICカード。プレイ時に筐
体のカードリーダーに挿入
する。1枚につき1キャラ
のみ登録可能。TEKKEN-
NETへの登録は裏面に記
載のIDを用いる。

カスタマイズしたキャラの
外見を携帯電話の画面にポ
リゴンモデルで表示！
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名前や段位、チーム名など、TEKKEN-NETで登録された
各プレイヤーのデータが表示されている。

各種アプリのダウンロード
以外にも、コメントを登録
したり、ポイントランキン
グを閲覧したり、チーム登
録を行ったりと様々なメニ
ューがあるぞ。

携帯電話でいつでも技表を確認できるアプリ。
TEKKEN-NET上にも「技表」はあるが、この
アプリでは「レーティング機能」でお気に入り
の技を登録したり、「技組立て機能」で空中コ
ンボなどを自由に組み立て登録したりできる。

戦績に応じて入手できる「ファイトマネー」を用
いて、TEKKEN-NET上のアイテムショップでア
クセサリを購入すれば、キャラの外見をカスタマ
イズできる。
カスタマイズはTEKKEN-NET上でも出来るが、
このアプリを使えば、携帯電話の画面でカスタマ
イズ結果を確認できるぞ（3D表示対応の端末で
のみ使用可）。

TEKKEN-NETで結成したチーム同士で戦う、
リアルタイム対戦シミュレーションゲーム。
最大で100人対100人まで参加可能。コマ
ンドと攻撃相手を選ぶだけのシンプルな操作
だが、チームワーク次第で少人数チームが多
人数チームに勝つ事も可能だ！
TEKKEN-NET上にてプレイ可能。12月配信
予定。

ライブモニター（42インチプラズマディスプレイ）では、店内対戦のライブ中継のほかに、
各種ランキングなどが表示される。

【各キャリアでのアクセス方法】i-mode（好評配信中）「iMenu」→「メニューリスト」→「ゲーム」→「育成ゲーム」→「TEKKEN-NET」、EZweb（12月配信予定）「EZトップメニュー」→「カテゴリーで
探す」→「ゲーム」→「総合」→「TEKKEN-NET」、Vodafone live!（12月配信予定）「メニューリスト」→「ケータイゲーム」→「ゲーム機連動」→「TEKKEN-NET」。3キャリアとも月額315円（税込）。

※「i-mode」はNTTドコモの登録商標です。 ※「EZweb」はKDDI株式会社の登録商標です。 ※「Vodafone live!」は、Vodafone Group Plcの商標または登録商標です。

トップ画面鉄拳5技表アプリ

鉄拳5キャラカスタマイズ

テッケンチームバトル

ライブモニター

プレイヤーインフォメーション 店舗別月間プレイヤーポイントランキング 全国通算プレイヤーポイントランキング

http://www.tekken-official.jp/
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その場から掻き消えたかと思えば、一瞬の
うちに虚空より現れたり、背を向けてから
の技がいろいろあったりと、トリッキーな
技を多く持つ忍術マスター。どれだけの潜
在能力を引き出せるかはプレイヤー次第だ。

レイヴン

功夫を積んだ肉体から繰り出される一撃は
豪快そのもの。だが、かわし性能の高い技
やさばき効果のある技など、技巧の高さに
裏づけされた技の数々も忘れてはいけない。
すべて使いこなし、真の武を体現せよ！

フェン･ウェイ

コンビネーションから別のコンビネーショ
ンへとつながっていく、終わりのない無限
連携が大きな特徴。攻め込まれてしまった
ときには、さばき効果のある技や返し技で、
一気に攻守を入れ替えられるぞ。

風間 飛鳥

機械だけに許されたデタラメな動きと、比類
なきパワーがこのキャラクターの持ち味。反
則気味に長い腕を持つ反面、脚がとっても短
いのはご愛嬌。パワーとリーチ(腕の)を活か
して、刃向かう敵をひねり潰すのだ！

ジャック5

突進力のある打撃で相手を押し込んでいくス
タイルが、このキャラクターの真骨頂。技の
スピードの速さを活かして、常に接近戦の間
合いをキープしつつ、カウンターで攻撃を狙
おう。後の先を取り大ダメージを与えるのだ。

ジュリア･チャン

その人並外れた体躯から繰り出されれば、力
任せの攻撃が武器に変わる。相手がダウン中
だろうが、空中にいようが、その丸太のよう
な腕で引っこ抜いてブン投げる様は、まさに
凶獣と言えよう。胸毛の濃さも獣クラス！

クレイグ･マードック

特殊なステップを駆使して、相手にプレッ
シャーをかけることが重要なキャラクター。
基本的な技だけでも十分に戦えるが、ステ
ップがあるのとないのでは怖さが違う。修
練を積んでステップをモノにしよう！

三島 一八

パワー溢れる投げと、軽やかな飛び技を兼ね
備えた究極のプロレスラー。打撃を軸に攻め
込みつつ、仕上げは必殺の投げ技で決めろ！
しゃがみ、ダウン、空中など、相手がいかな
る状態でも投げを狙いにいけるぞ！

キング

上、中、下段すべてにおいて、絶大な破壊
力技を持つ万能タイプ。相手の行動を読ん
だ時の見返りは大きい。隙の少ないコンビ
ネーションを餌に、相手のパターンを読む
洞察力が求められるキャラクターだ。

ブライアン･フューリー

ヘリコプターさながらに、空中に静止する構
えの追加によって、さらなるトリッキーさを
増したからくり宇宙忍者。一見お笑い技のよ
うな動きが多いが、実はこれらの技が曲者。
虚をついて勝利をかすめとるのだ！

吉光

相手の攻撃に対しては空手の「受け」で受け
流しつつ攻撃し、ひとたび攻撃にまわれば、
鍛え上げられた拳で怒涛のラッシュを仕掛け
る。攻守にわたって死角のない技を持った、
バランスのよさが魅力のキャラクターだ。

風間 仁

小さな体を活かした鳳凰の構えで攻撃をかい
くぐり、数々の特殊移動で画面中ところ狭し
と動き回る。その姿はまさに元気印！鳳凰の
構えに移行する技と、鳳凰の構えからの行動
を読まれないようにするのが勝利への近道。

リン･シャオユウ

ダンスを踊るかのような軽快なステップか
ら、リズミカルに繰り出されるアクロバテ
ィックな技が魅力のキャラクター。「逆立ち」
や「座り」などのアクションをフェイント
としてまじえつつ、勝利の舞を踊ろう！

クリスティ･モンテイロ

他の追随を許さない圧倒的足技の数々。そし
てフラミンゴを連想させる華麗な動き。一朝
一夕には使いこなせない難しさはあれど、ひ
とたび自分のものにできれば、その動きは対
戦相手をも魅了する。それがファランだ。

ファラン

隙のない小技でのラッシュが光るキャラクタ
ー。窮した相手が不用意な技を出そうものな
ら、カウンターに切って落として大ダメージ
を与えられる。構えを駆使したテクニカルな
攻めが可能なのも魅力のひとつだ。

マーシャル･ロウ

強力な中段攻撃と下段攻撃を併せ持つ熱血格
闘家。相手のガードを揺さぶる二択を得意と
する。今回からはフェイントとして使える技
も多数追加され、ベテランと呼ぶに相応しい
円熟味を増した攻めを展開できるだろう。

ポール･フェニックス

足技の切れ味が鋭く、バリエーションも豊富。
パンチの方も回転力が高く、ラッシュ力に優
れるキャラクターだ。空中コンボで相手を壁
際に追い詰めてチェックメイトとしゃれ込も
う。戦いとはエレガントなものなのだから。

リー･チャオラン 蛇･虎･豹･龍･鶴といった動物たちの動きを模
した「五形拳」から、酔ったふりをして相手
を油断させる「酔拳」までを使いこなすカン
フーマスター。構えから別の構えへとシフト
させて、自分だけの連携を組み上げよう。

レイ･ウーロン

殴り合いを芸術の域まで高めたボクシング
が武器。足での攻撃はほとんどなく、キッ
クボタンは特殊なステップなどに対応して
いるのが特徴。ステップを上手く活用して
「蝶のように舞い、蜂のように刺す」べし！

スティーブ･フォックス

スピーディーな連携に加えて、連携のタイミ
ングをずらす「ディレイ」を駆使して戦うの
が常套手段。連携で網を張って相手がガード
がちになったら満を持しての投げの出番。狙
うは一気に体力を奪う関節技コンボだ。

ニーナ･ウィリアムズ

デフォルトキャラクター全20人について、初心者
にオススメの技を大紹介。細かい理屈は抜きにして、
まずはこれらの技を中心にプレイしてみよう！

初心者オススメ技大紹介初心者オススメ技大紹介


