
SETLIST - 038

［01］ド・キ・ド・キ☆モーニング

［02］Catch me if you can

［03］いいね！

ショパンの革命のエチュード
（ヴァイオリニストMIZ による演奏）

［04］おねだり大作戦

［05］紅月 - アカツキ -

［06］イジメ、ダメ、ゼッタイ

［07］ヘドバンギャー !!

［08］ウ・キ・ウ・キ★ミッドナイト

5月10日
BABYMETAL DEATH MATCH TOUR 2013 
- 五月革命 - BATTLE-1
大阪・BIG CAT

SETLIST - 042

［01］ド・キ・ド・キ☆モーニング

［02］いいね！

［03］Catch me if you can

［04］ヘドバンギャー !!

［05］イジメ、ダメ、ゼッタイ

5月26日
TOKYO METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2013
東京・新木場・若洲公園

SETLIST - 044

［01］ヘドバンギャー !!

［02］イジメ、ダメ、ゼッタイ

6月23日
アミューズ第 35期定時株主総会
総会後のライブイベント
東京・両国国技館

SETLIST - 043

6月22日
「メギツネ」リリース記念 "いなりん "と
ヒット祈願奉納会&ミニライブ
第 2部「咲いて散るのが女の運命（さだめ）よ
～ミニ・ライブでワッショイ！！～」
東京・タワーレコード渋谷店、B1F「CUTUP STUDIO」

SETLIST - 039

［01］BABYMETAL DEATH

［02］いいね！

ショパンの革命のエチュード
（ヴァイオリニストMIZ による演奏）

［03］おねだり大作戦

［04］紅月 - アカツキ -

［05］Catch me if you can

［06］ヘドバンギャー !!

［07］ウ・キ・ウ・キ★ミッドナイト

［08］イジメ、ダメ、ゼッタイ

5月17日
BABYMETAL DEATH MATCH TOUR 2013 
- 五月革命 - BATTLE-2
東京・Zepp DiverCity TOKYO

SETLIST - 040

［01］イジメ、ダメ、ゼッタイ

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

ショパンの革命のエチュード
（ヴァイオリニストMIZ による演奏）

［03］おねだり大作戦

［04］紅月 - アカツキ -

［05］ウ・キ・ウ・キ★ミッドナイト

［06］いいね！

［07］ド・キ・ド・キ☆モーニング

［08］ヘドバンギャー !!

5月18日
BABYMETAL DEATH MATCH TOUR 2013 
- 五月革命 - BATTLE-3
東京・Zepp DiverCity TOKYO

SETLIST - 041

［01］BABYMETAL DEATH

［02］いいね！

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

ショパンの革命のエチュード
（ヴァイオリニストMIZ による演奏）

［04］おねだり大作戦

［05］紅月 - アカツキ -

［06］ド・キ・ド・キ☆モーニング

［07］Catch me if you can

［08］ヘドバンギャー !!

アンコール：

［09］イジメ、ダメ、ゼッタイ

BABYMETAL DEATH MATCH TOUR 2013 
- 五月革命 - FINAL BATTLE
東京・Zepp DiverCity TOKYO

初披露 11

［01］メギツネ

［02］いいね！

［03］イジメ、ダメ、ゼッタイ

Kami-Band - 003

Guitar：大村孝佳 (2)
Guitar：Leda (3)
Bass：BOH (1)
Drums：青山英樹 (2)

Kami-Band - 004

Guitar：大村孝佳 (3)
Guitar：Leda (4)
Bass：BOH (2)
Drums：青山英樹 (3)

Kami-Band - 005

Guitar：大村孝佳 (4)
Guitar：Leda (5)
Bass：BOH (3)
Drums：青山英樹 (4)

Kami-Band - 006

Guitar：大村孝佳 (5)
Guitar：Leda (6)
Bass：BOH (4)
Drums：青山英樹 (5)

Kami-Band - 007

Guitar：大村孝佳 (6)
Guitar：Leda (7)
Bass：BOH (5)
Drums：前田秋気 (1)

Kami-Band - 008

Guitar：大村孝佳 (7)
Guitar：Leda (8)
Bass：BOH (6)
Drums：前田秋気 (2)

メギツネ
CDシングル
通常盤
初回限定 “キ” 盤（CD+DVD）
初回限定 “ツ” 盤（CD+DVD）
初回限定 “ネ” 盤（CD+DVD）
五月革命盤

［01］Catch me if you can

［02］イジメ、ダメ、ゼッタイ

［03］メギツネ

SETLIST - 045
SETLIST - 046

6月23日
「メギツネ」発売記念 BABYMETAL フリーライブ
東京・ダイバーシティ東京プラザフェスティバル広場特設ステージ

（骨バンド）
BABYBONE

神バンド

［01］メギツネ

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

［03］いいね！

［04］Catch me if you can

［05］ヘドバンギャー !!

［06］アンコール：イジメ、ダメ、ゼッタイ

SETLIST - 048

7月14日
プレミアムライブ「LEGEND～キツネ祭り」
東京・目黒鹿鳴館

6月30日
LEGEND “1999” YUIMETAL & MOAMETAL 聖誕祭
東京・NHKホール

SETLIST - 047

［01］ヘドバンギャー !!

［02］ド・キ・ド・キ☆モーニング

［03］イジメ、ダメ、ゼッタイ

7月7日
Rock Beats Cancer FES Vol.2
東京・日比谷野外音楽堂

初披露 12

［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］ちょこっと LOVE - BIG TIME CHANGES ver.-
　　  （YUIMETAL）

［06］LOVE マシーン - FROM HELL WITH LOVE ver.-
　　  （MOAMETAL）

［07］おねだり大作戦

［08］NO RAIN, NO RAINBOW

［09］Catch me if you can

［10］ド・キ・ド・キ☆モーニング

［11］メギツネ

［12］イジメ、ダメ、ゼッタイ

アンコール：

［13］紅月 - アカツキ -

［14］ヘドバンギャー !!

Kami-Band - 009

Guitar：大村孝佳 (8)
Guitar：Leda (9)
Bass：BOH (7)
Drums：青山英樹 (6)

BABYMETALのバックバンドを勤めたのは
JAM（Japan song Makers）Project の
サポートバンド

前半はBABYBONEによる当て振り
休憩後の後半（「NO RAIN, NO RAINBOW」から）
神バンドによる生演奏

初めての
全曲生演奏

全公演SOLD OUT
のため追加公演

The Road to Graduation Final
 ～さくら学院 2012 年度 卒業～
収録曲：ヘドバンギャー !!
DVD

［01］BABYMETAL DEATH

［02］メギツネ

［03］いいね！

［04］Catch me if you can

［05］ヘドバンギャー !!

［06］イジメ、ダメ、ゼッタイ

SETLIST - 049

7月15日
SUMMER CAMP 2013
神奈川・川崎 CLUB CITTA'

［01］メギツネ（ショートバージョン）

SETLIST - 050

7月16日
MUSIC JAPAN ANNEX
NHK

Kami-Band - 010

Guitar：大村孝佳 (9)
Guitar：Leda (10)
Bass：BOH (8)
Drums：青山英樹 (7)

［01］メギツネ

［02］いいね！

［03］ド・キ・ド・キ☆モーニング

［04］Catch me if you can

［05］ヘドバンギャー !!

［06］イジメ、ダメ、ゼッタイ

SETLIST - 051

7月21日
JOIN ALIVE 2013
北海道・いわみざわ公園
（野外音楽堂キタオン &北海道グリーンランド遊園地）

Kami-Band - 011

Guitar：小林信一 (1)
Guitar：Leda (11)
Bass：BOH (9)
Drums：青山英樹 (8)

6月19日

7月3日

Megitsune

Violin：MIZ (1) Violin：MIZ (2)
Violin：MIZ (3)

Violin：MIZ (4)2013 年 05 月 20 日 ( 月 ) BABYMETAL LIVE & ディナーショー☆
source

http://ameblo.jp/miz0219/entry-11534312587.html

LIVE ~ LEGEND 1999&1997 APOCALYPSE
source

http://www.toysfactory.co.jp/artist/babymetal/disco/1134

BABYMETAL（@BABYMETAL_JAPAN）2013 年 7月 7日

NHK の「MUSIC JAPAN ANNEX」より

source

https://twitter.com/babymetal_japan/status/353857026260090880

JOIN ALIVE 2013[ ジョインアライブ ] 
- PHOTO GALLERY

source

http://www.joinalive.jp/2013/others/pg_s1.php

野外フェスでは
初の神バンド生演奏

バックは、キツネのお面を着けた
白装束のバンド）による当て振り


