
［01］メギツネ

［02］ド・キ・ド・キ☆モーニング

［03］ヘドバンギャー !!

［04］イジメ、ダメ、ゼッタイ

SETLIST - 066

1月18日
LIVE EXPO TOKYO 2014 ALL LIVE NIPPON Vol.2
東京・国立代々木競技場 第一体育館

SETLIST - 070

3月1日
赤い夜 LEGEND “巨大コルセット祭り” 
～天下一メタル武道会ファイナル～
東京・日本武道館

［01］BABYMETAL DEATH

［02］いいね！

［03］ウ・キ・ウ・キ★ミッドナイト

神バンド・インストルメンタル
「Mischiefs of Metal Gods：メタル神達の悪戯」

［04］悪夢の輪舞曲

［05］おねだり大作戦

［06］Catch me if you can 
　　  (with Kami Band Intro Instrumental)

［07］紅月 - アカツキ -

［08］4の歌

［09］メギツネ

［10］ド・キ・ド・キ☆モーニング

［11］ギミチョコ !!

アンコール：

［12］ヘドバンギャー !! 
　　 （YUIMETAL Ver.）

［13］イジメ、ダメ、ゼッタイ

SETLIST - 074

7月1日
BABYMETAL WORLD TOUR 2014
フランス・パリ La Cigale（ラ・シガール）

［01］BABYMETAL DEATH

［02］いいね！

［03］ウ・キ・ウ・キ★ミッドナイト

神バンド・インストルメンタル
「Mischiefs of Metal Gods：メタル神達の悪戯」

［04］悪夢の輪舞曲

［05］おねだり大作戦

［06］Catch me if you can 
　　  (with Kami Band Intro Instrumental)

［07］紅月 - アカツキ -

［08］4の歌

［09］メギツネ

［10］ド・キ・ド・キ☆モーニング

［11］ギミチョコ !!

アンコール：

［12］ヘドバンギャー !! 
　　 （MOAMETAL Ver.）

［13］イジメ、ダメ、ゼッタイ

SETLIST - 075

7月3日
BABYMETAL WORLD TOUR 2014
ドイツ・ケルン Live Music Hall（ライブ・ミュージック・ホール）

［01］BABYMETAL DEATH

［02］ギミチョコ !!

［03］Catch me if you can 
　　  (with Kami Band Intro Instrumental)

［04］メギツネ

［05］イジメ、ダメ、ゼッタイ

SETLIST - 076

7月5日
Sonisphere Festival UK
イギリス・ハートフォードシャー州ネブワース Knebworth Park
（ネブワースパーク）

［01］BABYMETAL DEATH

［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］4の歌

［06］NO RAIN, NO RAINBOW

［07］紅月‒アカツキ -

［08］Catch me if you can 
　　  (with Kami Band Intro Instrumental)

［09］ウ・キ・ウ・キ★ミッドナイト

［10］ギミチョコ !!

［11］悪夢の輪舞曲

［12］メギツネ

［13］イジメ、ダメ、ゼッタイ

アンコール：

［14］ド・キ・ド・キ☆モーニング

［15］ヘドバンギャー !!

SETLIST - 071

3月2日
黒い夜 LEGEND “DOOMSDAY” ～召喚の儀～
東京・日本武道館

［01］BABYMETAL DEATH

［02］いいね！

［03］ウ・キ・ウ・キ★ミッドナイト

神バンド・インストルメンタル
「Mischiefs of Metal Gods：メタル神達の悪戯」

［04］悪夢の輪舞曲

［05］4の歌

［06］メギツネ

［07］イジメ、ダメ、ゼッタイ

アンコール：

［08］ヘドバンギャー !!

［09］ギミチョコ !!

SETLIST - 072

6月23日
APOCRYPHA - I
アポカリプス・メンバー限定ライブ
東京・TSUTAYA O-EAST ( 旧：Shibuya O-EAST)

［01］BABYMETAL DEATH

［02］ド・キ・ド・キ☆モーニング

［03］メギツネ

神バンド・インストルメンタル
「Mischiefs of Metal Gods：メタル神達の悪戯」

［04］紅月‒アカツキ -

［05］おねだり大作戦

［06］Catch me if you can

［07］イジメ、ダメ、ゼッタイ

アンコール：

［08］ヘドバンギャー !!

［09］ギミチョコ !!

SETLIST - 073

6月24日
APOCRYPHA - II
アポカリプス・メンバー限定ライブ
東京・TSUTAYA O-EAST ( 旧：Shibuya O-EAST)

海外コンサート・ブッキングを
担当する Ross Warnock 氏

［01］BABYMETAL DEATH

［02］メギツネ

［03］ギミチョコ !!

［04］紅月 - アカツキ -

［05］おねだり大作戦

［06］Catch me if you can

［07］ヘドバンギャー !!

［08］イジメ、ダメ、ゼッタイ

SETLIST - 067

1月24日
筋肉少女帯 /BABYMETAL
東京・TSUTAYA O-EAST ( 旧：Shibuya O-EAST)

［01］BABYMETAL DEATH

［02］ド・キ・ド・キ☆モーニング／いいね！
　　   （メドレー）

［03］ギミチョコ !!

［04］おねだり大作戦

［05］紅月 - アカツキ -

［06］Catch me if you can

［07］ヘドバンギャー！！

［08］イジメ、ダメ、ゼッタイ

［09］アンコール：メギツネ

SETLIST - 068

2月2日
完全櫻樂團 第壹團 重音偶像大對決 
BABYMETAL × ChthoniC 閃靈 協助：完全娯樂
東京・TSUTAYA O-EAST ( 旧：Shibuya O-EAST)

［01］イジメ、ダメ、ゼッタイ

SETLIST - 069

2月7日
MUSIC STATION
テレビ朝日

初披露 14

初披露 15

［01］メギツネ

［02］ド・キ・ド・キ☆モーニング

［03］ギミチョコ !!

［04］いいね！

［05］Catch me if you can 
　　  (with Kami Band Intro Instrumental)

［06］ウ・キ・ウ・キ★ミッドナイト

［07］悪夢の輪舞曲

［08］おねだり大作戦

［09］4の歌

［10］紅月 - アカツキ -

［11］BABYMETAL DEATH

［12］ヘドバンギャー !!

［13］イジメ、ダメ、ゼッタイ

Kami-Band - 019

Guitar：大村孝佳 (15)
Guitar：Leda (18)
Bass：BOH (17)
Drums：青山英樹 (15)

Kami-Band - 020

Guitar：大村孝佳 (16)
Guitar：Leda (19)
Bass：BOH (18)
Drums：青山英樹 (16)

Kami-Band - 021

Guitar：藤岡幹大 (4)
Guitar：Leda (20)
Bass：BOH (29)
Drums：青山英樹 (27)

Kami-Band - 022

Guitar：藤岡幹大 (5)
Guitar：Leda (21)
Bass：BOH (30)
Drums：前田遊野 (1)

Kami-Band - 023

Guitar：藤岡幹大 (6)
Guitar：Leda (22)
Bass：BOH (31)
Drums：青山英樹 (28)

Kami-Band - 024

Guitar：藤岡幹大 (7)
Guitar：Leda (23)
Bass：BOH (32)
Drums：青山英樹 (29)

Kami-Band - 025

Guitar：藤岡幹大 (8)
Guitar：Leda (24)
Bass：BOH (33)
Drums：青山英樹 (30)

2014

BABYMETAL
スタジオアルバム
通常盤
初回限定盤（CD+DVD）
WEB 会員限定盤（CD+ブックレット）

1st Album

女性アーティスト最年少記録を更新
※1983年9月24日、岩井小百合が15歳1か月で史上最年少
　記録、その後、2012年12月22日に東京女子流が平均年齢
　15歳で記録更新

メタルレジスタンス
第1章の完結

神バンドの
インストルメンタル初披露
「Mischiefs of Metal Gods：
メタル神達の悪戯」

放課後アンソロジー from さくら学院
収録曲：ド・キ・ド・キ☆モーニング

メタルレジスタンス第2章の幕開け
METAL RESISTANCE II

2月26日

5月5日

BABYMETAL

日本武道館で単独公演

BABYMETAL 公式（@BABYMETAL_JAPAN）2014 年 2月 2日

テレビ朝日の「ミュージックステーション」より

source

https://twitter.com/BABYMETAL_JAPAN/status/429980403420499968

ミュージックステーション
に初出演
BABYBONE（骨バンド）と
神バンドの共演

オリコン（3月 1日付）デイリーランキングで
1位、（3月 10日付）週間ランキングで 4位を
獲得。iTunes Store にてアメリカのロック
アルバムチャートで１位を獲得

https://www.youtube.com/watch?v=WIKqgE4BwAY

2月25日
BABYMETAL - ギミチョコ !!
- Gimme chocolate!! (OFFICIAL)

4月1日
アミューズが、シンガポールにアジア地域展開の支援などを
目的とした「AMUSE ENTERTAINMENT SINGAPORE PTE. LTD.」を設立

「ギミチョコ !!」の PV が YouTube 公式
チャンネルで公開。海外でも話題になる

sourcehttps://www.facebook.com/Amuse.Inc.Asiasource

全米総合アルバムチャート
「Billboard 200」に
チャートイン

BABYMETAL

3月22日

日本人最年少で
187位にランクイン

メインボーカルが曲の後半からYUIMETALに交代（YUIMETAL聖誕祭企画）

2月1日
TBS の報道番組「NEWS23」で、BABYMETAL 特集
「クチコミで海外拡散！ BABYMETAL はなぜ世界でウケ
たのか」放送される

TBS の「NEWS23」より

13 Babymetal - Headbanger!! 
(Moametal Version!) 
03-07-2014 live 
Live Music Hall Cologne Köln HD

source

https://www.youtube.com/watch?v=tfuKc066Hao

Sonisphere 2014 Stage Times 
- Kerrang! Magazine

source

http://www.kerrang.com/19905/sonisphere-2014-stage-times/

メインボーカルが曲の後半からMOAMETALに交代（MOAMETAL聖誕祭企画）

6月
米国のエージェンシー「ウィリアム・モリス・エンデヴァー・
エンターテイメント（William Morris Endeavor Entertainment）」と
契約。ユナイテッド・タレント・
エージェンシー（United Talent 
Agency、略称：UTA）とも契約

WME: http://www.wmeentertainment.com/
UTA: http://bit.ly/2nJuGK4

source
5月27日

アミューズが、米国に「Amuse Group USA, Inc.」を設立
ONE OK ROCK の海外マネージメント、BABYMETAL・Perfume の
全米ツアーサポート、TVや映画への出資・企画・製作など北米を
中心に事業展開

http://www.amusegroupusa.com/source

Kami-Band - 018

Guitar：大村孝佳 (14)
Guitar：Leda (17)
Bass：BOH (16)
Drums：青山英樹 (14)


