
SETLIST - 012

SETLIST - 013

［01］ベリシュビッッ

［02］Hello ！ IVY

［03］FRIENDS

［04］Dear Mr.Socrates（バトン部）

［05］ラビカム（バトン部）

［06］ハッピーバースデー（クッキング部）

［07］プリンセス☆アラモード（クッキング部）

［08］走れ正直者（帰宅部）

［09］Brand New Day（新聞部）

［10］ ド・キ・ド・キ☆モーニング（重音部）

［11］ イジメ、ダメ、ゼッタイ（重音部）

［12］ FLY AWAY

［13］ オトメゴコロ。

［14］夢に向かって 

［15］さくら百人一首

アンコール：

［16］Planet Episode 008

［17］旅立ちの日に～J-MIX～

［18］See you...

1月9日
WOMEN'S POWER 20th Anniversary
東京・Shibuya O-WEST

［01］School days 合唱 ver.

［02］Hello ！ IVY

［03］FLY AWAY

［04］チャイム

［05］よくばりフィーユ（クッキング部）

［06］めだかの兄妹（帰宅部）

［07］走れ正直者（帰宅部）

［08］いいね！（重音部）

［09］イジメ、ダメ、ゼッタイ（重音部）

［10］ベリシュビッッ

［11］message

アンコール：

［12］ FRIENDS

［13］夢に向かって

SETLIST - 017

5月6日
さくら学院 2012 年度転入式
東京・横浜赤レンガ倉庫 1号館 3F ホール

［01］ド・キ・ド・キ☆モーニング

［02］いいね！

［03］イジメ、ダメ、ゼッタイ

SETLIST - 016

4月8日
第 2回 アイドル横丁祭 !! 生バンドスペシャル 
supported by TopYell
東京・SHIBUYA-AX

第 1 部

［01］ド・キ・ド・キ☆モーニング

［02］いいね！

［03］君とアニメが見たい 
～Answer for Animation With You

［04］ヘドバンギャー !!

第 2 部

［01］ド・キ・ド・キ☆モーニング

［02］いいね！

［03］イジメ、ダメ、ゼッタイ

［04］ヘドバンギャー !!

SETLIST - 019

7月7日
「ヘドバ行脚ー！！」in OSAKA
大阪・難波 ROCKETS

SETLIST - 018

6月23日
TOWER RECORDS Presents Pop'n アイドル 02
東京・Zepp Tokyo

SETLIST - 015

4月6日
「BABYMETAL×キバオブアキバ」CD発売記念
インストアイベント
「15分一本勝負!!～見えづらくってゴメンなさい!!～」
東京・タワーレコード渋谷店 B1「STAGE ONE」

3月25日
さくら学院 2011 年度 卒業公演
東京・日本橋三井ホール

SETLIST - 014

［01］FLY AWAY

［02］チャイム

［03］プリーズ！プリーズ！プリーズ！（バトン部）

［04］天使と悪魔（バトン部）

［05］よくばりフィーユ（クッキング部）

［06］めだかの兄妹（帰宅部）

［07］Brand New Day（新聞部）

［08］いいね！ Vega mix ver.（重音部）

［09］School days 合唱 ver.

［10］ 夢に向かって

［11］ 3.a.m

［12］ベリシュビッッ

［13］ Planet Episode 008

［14］ FRIENDS

［15］message

アンコール：

［16］旅立ちの日に～J-MIX～

［17］See you...

3月25日13:30～ 17:30～
さくら学院 2011 年度 卒業公演
東京・日本橋三井ホール

2012

初披露 03

初披露 05

初披露 04

［01］ド・キ・ド・キ☆モーニング

［02］いいね！

［03］イジメ、ダメ、ゼッタイ
［01］イジメ、ダメ、ゼッタイ

［02］いいね！

［03］ド・キ・ド・キ☆モーニング

［04］アンコール：君とアニメが見たい 
　　～Answer for Animation With You

［01］ド・キ・ド・キ☆モーニング／いいね！
　　 （メドレー）

［02］イジメ、ダメ、ゼッタイ

［03］ヘドバンギャー !!

ガイコツ衣装のBABYBONEが
ライブ初登場（当て振り）

BABYMETAL×キバオブアキバ
スプリットシングル

さくら学院 2011 年度 ～FRIENDS～
収録曲：いいね ! (Vega mix ver.)

さくら学院 FIRST LIVE & DOCUMENTARY 
2010 to 2011 ～SMILE～
収録曲：いいね ! (Vega mix ver.)
DVD

第 1 部

［01］ド・キ・ド・キ☆モーニング

［02］いいね！

［03］君とアニメが見たい 
～Answer for Animation With You

［04］ヘドバンギャー !!

第 2 部

［01］ド・キ・ド・キ☆モーニング

［02］いいね！

［03］イジメ、ダメ、ゼッタイ

［04］ヘドバンギャー !!

SETLIST - 020

7月8日
「ヘドバ行脚ー！！」in NAGOYA
名古屋・ell.SIZE（エルサイズ）

［01］ヘドバンギャー !!

［02］いいね！

SETLIST - 021

7月14日
「ヘドバンギャー !!」発売記念イベント
「ウ・キ・ウ・キ☆アフタヌーン」
東京・タワーレコード渋谷店 B1「STAGE ONE」

ヘドバンギャー !!
CD シングル
通常盤
初回限定 “ヘド” 盤
（CD+ヘドバン養成コルセット）

LOCAL IDOL BEST!
収録曲：いいね !
コンピレーションアルバム
※東京ローカルアイドルとして参加

［01］ド・キ・ド・キ☆モーニング／いいね！
　　   （メドレー）

［02］ヘドバンギャー !!

［03］BABYMETAL DEATH（Short Ver.）

SETLIST - 023

8月4日
TOKYO IDOL FESTIVAL 2012 
東京・お台場・青梅特設会場・フジテレビ湾岸スタジオ内
DOLL FACTORY

SETLIST - 022

7月21日
「ヘドバンギャー !!」リリースライブ／
プレミアムライブ「LEGEND ～コルセット祭り」
東京・目黒鹿鳴館

初披露 06

昼の部：「ヘドバンギャー !!」リリースライブ

［01］ド・キ・ド・キ☆モーニング／いいね！
　　   （メドレー）

［02］ウ・キ・ウ・キ★ミッドナイト

［03］イジメ、ダメ、ゼッタイ

アンコール：

［04］ヘドバンギャー !!

［05］BABYMETAL DEATH（Short Ver.）

夜の部：プレミアムライブ
「LEGEND ～コルセット祭り」

［01］ド・キ・ド・キ☆モーニング

［02］ウ・キ・ウ・キ★ミッドナイト

［03］いいね！

［04］イジメ、ダメ、ゼッタイ

アンコール：

［05］ヘドバンギャー !!

［06］BABYMETAL DEATH（Short Ver.） ［01］ド・キ・ド・キ☆モーニング／いいね！
　　   （メドレー）

［02］ヘドバンギャー !!

［03］BABYMETAL DEATH（Short Ver.）

SETLIST - 024

8月19日
SUMMER SONIC 2012
千葉県・QVCマリンフィールド＆幕張メッセ・SIDE-SHOW MESSE

SUMMER SONICでは史上
最年少アーティストとして出演

3月7日 3月21日

7月4日

7月18日

6月27日

https://www.youtube.com/watch?v=wqhIydd1bhc

2月1日
BABYMETAL ～My First HEAVY METAL in 
TOKYO 2012～
トイズファクトリーの YouTube オフィシャルチャンネルで
BABYMETAL 初の海外プロモーションが公開される

https://www.youtube.com/watch?v=0GErGfHjHQ0

6月20日
ヘドバンギャー !!
[ Headbangeeeeerrrrr!!!!! ] (Full ver.)
トイズファクトリーの
YouTube オフィシャル
チャンネルで PVが公開
される

http://bit.ly/2nrS5fT

8月10日
音楽雑誌「MARQUEE（マーキー）」が全 9回の連載記事
「We're BABYMETAL」を Vol.92 から開始

注目アイドルが AXに揃い踏み！ 生バンドアクト披露source

source

source

source

source

http://www.hotexpress.co.jp/news/120413_idolyokocho/

http://live.nicovideo.jp/watch/lv87451480ニコニコ生放送

ライブ終了初の
「See You!」

https://www.youtube.com/watch?v=T1VcALNJsxk

6月26日
【BABYMETAL】コメント「ヘドバンギャー !!」
Kawaii girl Japan で、BABYMETAL のプロモーション動画が公開
される。スペシャルゲストとして BABYBONE が登場

source

Headbangeeeeerrrrr!!!!!!!

BABYMETAL初の海外向けの
プロモーションビデオ


