
SETLIST - 026

10月6日
I, D, Z～LEGEND “I”
東京・Shibuya O-EAST

［01］ド・キ・ド・キ☆モーニング

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

［03］いいね！

［04］イジメ、ダメ、ゼッタイ

［05］ヘドバンギャー !!

SETLIST - 025

8月20日
SuG LIVE BATTLE 2012 
"LIVE TOWER RECORDS DAY"
「- SuG VS たむらぱん VS BABYMETAL -」
東京・渋谷WWW
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［01］BABYMETAL DEATH

［02］いいね！

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

［04］ウ・キ・ウ・キ★ミッドナイト

［05］おねだり大作戦

［06］紅月 - アカツキ -

［07］ド・キ・ド・キ☆モーニング

アンコール：

［08］ヘドバンギャー !!

［09］イジメ、ダメ、ゼッタイ
Kami-Band - 001

Guitar：紫煉 (1)
Guitar：Leda (1)
Bass：RYO (1)
Drums：SHIN (1)

［01］スコアボードにはラブがある（テニス部）

［02］ヘドバンギャー !!（重音部）

［03］イジメ、ダメ、ゼッタイ（重音部）

［05］WONDERFUL JOURNEY

［06］チャイム

［07］School days

［08］Hello! IVY

［09］Song for smiling

［10］Let's dance!

［11］FLY AWAY

［12］オトメゴコロ。

［13］夢に向かって

［14］アンコール：ベリシュビッッ

［15］アンコール：マシュマロ色の君と

SETLIST - 027

SETLIST - 028

［01］ド・キ・ド・キ☆モーニング

［02］いいね！

［03］ウ・キ・ウ・キ★ミッドナイト

［04］ヘドバンギャー !!

［05］イジメ、ダメ、ゼッタイ

10月27日
さくら学院祭☆2012
東京・恵比寿ガーデンホール

［01］イジメ、ダメ、ゼッタイ

SETLIST - 030

12月25日
冬休みの子ども安全クリスマスキャンペーン
東京・渋谷駅前ハチ公広場

［01］ヘドバンギャー !!

SETLIST - 031

12月27日
DECEMBER'S CHILDREN
東京・日本武道館

11月10日
AFA - Anime Festival Asia Singapore 2012
シンガポール・Singapore Expo Hall

SETLIST - 029

［01］BABYMETAL DEATH

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

［03］ウ・キ・ウ・キ★ミッドナイト

［04］White Love -Angel Of Death ver.-（SU-METAL）

［05］Over The Future -Rising Forcever.-

［06］ヘドバンギャー !! -Night of 15 mix-

［07］おねだり大作戦

［08］ド・キ・ド・キ☆モーニング

［09］いいね！

［10］イジメ、ダメ、ゼッタイ

アンコール：

［11］ヘドバンギャー !!

［12］翼をください - 炎 ver.-

12月20日
I, D, Z～LEGEND “D” SU-METAL 聖誕祭
東京・赤坂 BLITZ

神バンド 初登場
※アンコールで「神バンド」が登場し「ヘドバンギャー !!」と
　「イジメ、ダメ、ゼッタイ」を生演奏

初の海外ライブ

BABYMETALとしては初の日本武道館
ピエール中野のライブのゲストとして登場し「ヘドバンギャー !!」を披露
※2011年12月1日のAct Against AIDS（AAA）では、さくら学院で参加、
初の武道館を経験している

［01］目指せ！スーパーレディー

［02］Planet Episode 008

［03］ベリシュビッッ

［04］すいみん不足（帰宅部）

［05］ミラクル♪パティフル♪ハンバーガー
　　  （クッキング部）

［06］サイエンスガール▽サイエンスボーイ
　　  （科学部）

［07］ユメ解く理論（科学部）

［08］ヘドバンギャー !!（重音部）

［09］スコアボードに love がある（テニス部）

［10］桜色のアベニュー～from SUZUKA～

［11］WONDERFUL JOURNEY

［12］スリープワンダー

［13］School days

［14］FRIENDS

［15］夢に向かって

アンコール：

［16］旅立ちの日に～J-MIX 2012～

［17］My Graduation Toss

SETLIST - 037

3月31日
The Road to Graduation Final 
～さくら学院 2012 年度 卒業～
東京・東京国際フォーラム ホール C

SETLIST - 035

第 1部

［01］ド・キ・ド・キ☆モーニング

［02］いいね！

［03］ウ・キ・ウ・キ★ミッドナイト

［04］ヘドバンギャー !!

［05］イジメ、ダメ、ゼッタイ

第 2部

［01］ド・キ・ド・キ☆モーニング

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

［03］いいね！

［04］ヘドバンギャー !!

［05］イジメ、ダメ、ゼッタイ

1月14日
リリース記念ライブ！
「イジメ、ダメ、ゼッタイ」in 大阪
大阪・アメリカ村 FANJtwice

SETLIST - 036

2月1日
I, D, Z～LEGEND “Z”
東京・Zepp TOKYO

［01］イジメ、ダメ、ゼッタイ

SETLIST - 032

1月4日
ハッピーMusic
日本テレビ

［01］イジメ、ダメ、ゼッタイ

SETLIST - 033

1月6日
ミュージックジャパン
NHK

［01］おねだり大作戦

［02］イジメ、ダメ、ゼッタイ

SETLIST - 034

1月7日
HMV渋谷クアトロ店　
新年一般参賀 「一曲入魂！爆音ライブ！」
東京・渋谷 CLUB QUATTRO

2013

初披露 10

［01］イジメ、ダメ、ゼッタイ

［02］いいね！

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

［04］おねだり大作戦

［05］紅月 - アカツキ -

［06］ウ・キ・ウ・キ★ミッドナイト

［07］Catch me if you can

［08］ド・キ・ド・キ☆モーニング

アンコール：

［09］ヘドバンギャー !!

［10］BABYMETAL DEATH

［11］イジメ、ダメ、ゼッタイ

Kami-Band - 002

Guitar：大村孝佳 (1)
Guitar：Leda (2)
Bass：IKUO (1)
Drums：青山英樹 (1)

BABYMETALとしては
初めてテレビで歌を披露

中元すず香がさくら学院を卒業

イジメ、ダメ、ゼッタイ 
CDシングル
通常盤
初回限定 “I” 盤（CD+DVD）
初回限定 “D” 盤（CD+DVD）
初回限定 “Z” 盤（CD+DVD）
世直し盤

さくら学院 2012 年度 ～My Generation～
収録曲：ヘドバンギャー !!

1月9日

3月13日

LIVE ～LEGEND I、D、Z APOCALYPSE～

日本テレビ「ハッピーMusic」より

source

source

http://www.toysfactory.co.jp/artist/babymetal/disco/1024

このライブから
「紙芝居」形式の
映像演出を使用

BABYMETAL 
in Singapore 

@ Anime Festival 
Asia 2012 

source

https://www.youtube.com/watch?v=p7rv3gkiiDo

飛び出し、ダメ、ゼッタイ！
BABYMETAL が渋谷で交通指導

source

http://natalie.mu/music/news/82208

11月8日
BABYMETAL の YouTube 公式チャンネルを開設

神バンド、
アンコールで
2回目の登場

http://crooner.com.sg/

12月14日
アミューズが、シンガポールに
「日本のファンをアジアに増やすこと」を目的
としたマーケティング会社「CROONER PTE. LTD.
（クルーナー）」を設立
source

メタルレジスタンス第1章の幕開け

METAL 
RESISTANCE I

Ijime, Dame, Zettai


