
【コール表】夏空 SUN! SUN! SEVEN!

夏空 SUN! SUN! SEVEN!
Poppin'Party

作詞：中村航
作曲：上松範康（Elements Garden）
編曲：藤永龍太郎（Elements Garden）

赤字がコール
青字でパンやパパパン等と記した箇所がクラップ

337拍子を意識してクラップしましょう。

歌詞

POPIPA PIPOPA POPIPA　のヒミツ
パパパン パパパン パパパパパパパン

ユメのチカラ　POPIPA PA PIPOPA!

検索

 検索

サイトマップ

★トップページ
★バンドリ！コール表一
覧(全バンド・全曲)
★バンドリ！情報
★ガルパ情報
★ガルパ登場バンド・キ
ャラクタープロフィール
★バンドリ！出演声優一
覧
★今後のイベントスケジ
ュール(ライブ日程、CD発
売日等)
★これまでのライブ・セ
ットリスト

人気記事TOP30

1. BanG Dream! (バ
ンドリ！) コール表
一覧(ここに全曲の
歌詞・コールを載せ
ています)

2. 【コール表】Hey-
day狂騒曲(カプリチ
オ)

3. 【コール表】熱色ス
ターマイン

4. 【ガルパ攻略】バン
ド・タイプ染め最高
総合力(理論値)編成

バンドリ！ポッピンコール！
BanG Dream! (バンドリ！) の情報や、
ライブの際にするコールをまとめてます。
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パパパン パパパン パパパパパパパン

コエをアワセ　POPIPA!　でうたお!

パパパン パパパン パパパパパパパン

SUN! SUN! SHINING! SUN! SHINE! SHINING!

た♪か♪ま♪れ♪パーティ
タイム♪

(POPIPA! PIPOPA! POPIPA! PA! PIPOPA!)

ポピパ！ ピポパ！ ポピパパ！ ピポパ！
パパパン パパパン パパパパパパパン

(POPIPA! PIPOPA! POPIPA! PA! PIPOPA!)

ポピパ！ ピポパ！ ポピパパ！ ピポパ！
パパパン パパパン パパパパパパパン

TALALALALALALALA♪

夏の空に　SUN! SUN! SUN! SUN!

　　　　　パパパン　パパパン

TALALALALALALALA♪

パン　パン　パン　パン

パパパン パパパン パパパパパパパン

昨日の靴ぬいで

（言っちゃって　言っちゃって
　パパパン　　　パパパン

ホントのキモチ　言っちゃって）
パパパパパパパン

夏にきがえてみた

（会っちゃった　会っちゃった
　パパパン　　　パパパン

一覧
5. 【コール表】夏のド
ーン！

6. 【コール表】That
Is How I Roll!

7. 【コール表】八月の
if

8. 【コール表】ゴー
カ！ごーかい！？フ
ァントムシーフ！

9. 【コール表】BLACK
SHOUT

10. 【コール表】ゆら・
ゆらRing-Dong-
Dance

11. 【コール表】
Scarlet Sky

12. 【コール表】－
HEROIC ADVENT
－

13. 【コール表】Time
Lapse

14. 【コール表】前へス
スメ！

15. 【コール表】しゅわ
りん☆どり～みん

16. 【コール表】ティア
ドロップス

17. 【ガルパ】次回イベ
ント「儚世に咲く薔
薇の名は」8月31日
15:00より開始！ガ
チャ☆4薫☆3つぐみ
☆2麻弥/報酬☆3千
聖☆2リサ

18. 【コール表】True
color

19. 【コール表】Yes!
BanG_Dream!

20. 【コール表】パスパ
レボリューションず
☆

21. 【コール表】
LOUDER

22. 【コール表】アスノ
ヨゾラ哨戒班

23. 【コール表】ときめ
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ホントの私　会っちゃった）
パパパパパパパン

七色　虹のアーチ腰かけて (キミを) 待っているよ もぎたて　
RISING

SUN!

パパパン パパパン パパパパパパパン

決定　　　的な瞬間まで
フッフー！

何秒(どれ)くらい?　(どれくらいなの?)

センセー　ショナルな幕開け!

フッフー！

SUN! SUN!　光る　　七つの海を
パンパン　パパパン　パパパパパパパン

時をこえ　　　　　地平をこえて
パンパン パパパン パパパパパパパン

駆けぬける!

（HEADS UP! CLAP YOUR HANDS! 

　ヘッザ！　クラッピョアハンズ！
　パンパン　パパパン

NANANANANANANA!）
ナナナナナナナ！
パパパパパパパン

DREAMING! DREAMING!

パンパン　　パンパン

熱くなれる
パンパンパンパン

きエクスペリエン
ス！

24. 【コール表】陽だま
りロードナイト

25. 【コール表】花園電
気ギター！！！

26. 【コール表】走り始
めたばかりのキミに

27. 【コール表】
Re:birth day

28. 【ガルパ攻略】音ゲ
ー上達のコツ・ライ
ブ設定

29. 【コール表】キラキ
ラだとか夢だとか
～Sing Girls～

30. 【コール表】ハピネ
スっ！ハピィーマジ
カルっ♪

最新記事

★サイトマップ★
『バンドリ！人気楽曲ラ
ンキングTOP30』8/1～

8/31
【月ブシTV】今週のゲス
トは青葉モカ役の三澤紗

千香さん！
【Roselia】「熱色スター
マイン」発売日(8/30)付
のオリコンデイリーラン

キング3位！
【コール表】アスノヨゾ

ラ哨戒班
【ガルパ】次回イベント
「儚世に咲く薔薇の名
は」8月31日15:00より開
始！ガチャ☆4薫☆3つぐ
み☆2麻弥/報酬☆3千聖

☆2リサ
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ものはなあに?

パンパンパンパン　パン

迷ってる？　もう迷わない
　　パン　　パン　　パン　

思いこんじゃえ　DESTINY

　　パン　　パン　　パン　　パン　

FEELING! FEELING!

パンパン　パンパン

感じたこと
パンパンパンパン

わすれない
パンパンパンパン　パン

その髪(HUU!)かきあげた(CUTE!)

　　　フー！　　　　　キュー！

キミに今すぐ
会える！

（HEADS UP! CLAP YOUR HANDS! 

　ヘッザ！　クラッピョアハンズ！
　パンパン　パパパン

NANANANANANANA!）
ナナナナナナナ！
パパパパパパパン

（HEADS UP! CLAP YOUR HANDS! 

　ヘッザ！　クラッピョアハンズ！
　パンパン　パパパン

NANANANANANAGO!）
ナナナナナナゴー！
パパパパパパパン

カテゴリ

コール
☆Poppin'Party☆(30)

コール☆Roselia☆(11)

コール☆Afterglow☆(10)

コール☆Pastel＊
Palettes☆(9)

コール☆ハロー、ハッピ
ーワールド！☆(8)

コール
☆Glitter*Green☆(3)

コール☆CHiSPA☆(1)

ライブ(28)

バンドリ！情報(254)

ガルパ情報(135)

ガルパ攻略(9)

人気楽曲ランキング(3)

つぶやき(48)

はじめに(1)

サイトマップ (2)

リンク

BanG Dream! (バンド
リ！) 公式サイト
バンドリ！ガールズバン
ドパーティ！公式サイト
バンドリ！ポッピンラジ
オ！
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TALALALALALALALA!

夏の空に　SUN! SUN! SUN! SUN!

　　　　　パパパン　パパパン

TALALALALALALALA!

パン　パン　パン　パン

パパパン　パパパン　パパパパパパパン

夕日を追いかけて

（言っちゃって　言っちゃって
　パパパン　　　パパパン

ホントのキモチ　言っちゃって）
パパパパパパパン

海に行きたかった

（ふんじゃった　ふんじゃった
　パパパン　　　パパパン

コネコのシッポ　ふんじゃった）
パパパパパパパン

気まぐれ風まかせ　気がつけば (キミを) 見つけだした きらめき　
SHOOTING

STAR!

パパパン パパパン パパパパパパパン

決定　　　的な瞬間まで
フッフー！

何秒(どれ)くらい?　(どれくらいなの?)

センセー　ショナルな打ち上げ!

フッフー！
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さんさん光る　　　五つの色が
パンパン パパパン パパパパパパパン

夢をこえ　　　　　自分をこえて
パンパン パパパン パパパパパパパン

駆けあがる

（HEADS UP! CLAP YOUR HANDS! 

　ヘッザ！　クラッピョアハンズ！
　パンパン　パパパン

NANANANANANANA!）
ナナナナナナナ！
パパパパパパパン

パン×24

パンパン　パパパン　パパパパパパパン
パンパン　パパパン　パパパパパパパン

DREAMING! DREAMING!

夢みたこと　忘れないで
隠してた?　もう隠せない
キミと一緒にいるから

FEELING! FEELING!

感じること　止まらない
人ごみ (HUU!)　かきわけて (RISE!)

キミにもうすぐ会える!

DREAMING! DREAMING!

パンパン　　パンパン

熱くなれる
パンパンパンパン

ものはなあに?
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パンパンパンパン　パン

迷ってる？　もう迷わない
　　パン　　パン　　パン

思いこんじゃえ　DESTINY

　　パン　　パン　　パン　　パン

FEELING! FEELING!

パンパン　パンパン

感じたこと
パンパンパンパン

わすれない
パンパンパンパン　パン

その髪(HUU!)かきあげた(CUTE!)

　　　フー！　　　　　キュー！

キミに今すぐ
会える！

（HEADS UP! CLAP YOUR HANDS!

　ヘッザ！　クラッピョアハンズ！
　パンパン　パパパン

NANANANANANANA!）
ナナナナナナナ！
パパパパパパパン

（HEADS UP! CLAP YOUR HANDS! 

　ヘッザ！　クラッピョアハンズ！
　パンパン　パパパン

NANANANANANAGO!）
ナナナナナナゴー！
パパパパパパパン
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ツイート

TALALALALALALALA♪

夏の空に　SUN! SUN! SUN! SUN!

　　　　　パパパン　パパパン

TALALALALALALALA♪

パン　パン　パン　パン

パパパン　パパパン　パパパパパパパン

POPIPA PIPOPA POPIPA　のヒミツ
パパパン パパパン パパパパパパパン

ユメのチカラ　POPIPA PA PIPOPA!

パパパン パパパン パパパパパパパン

コエをアワセ　POPIPA!　でうたお!

パパパン パパパン パパパパパパパン

SUN! SUN! SHINING! SUN! SHINE! SHINING!

た♪か♪ま♪れ♪パーティ
タイム♪

(POPIPA! PIPOPA! POPIPA! PA! PIPOPA!)

ポピパ！ ピポパ！ ポピパパ！ ピポパ！
パパパン パパパン パパパパパパパン

(POPIPA! PIPOPA! POPIPA! PA! PIPOPA!)

ポピパ！ ピポパ！ ポピパパ！ ピポパ！
パパパン パパパン パパパパパパパン

【関連する記事】
【コール表】キラキラだとか夢だとか ～Sing Girls～
【コール表】ぽっぴん'しゃっふる
【コール表】Yes! BanG_Dream!
【コール表】ときめきエクスペリエンス！
【コール表】1000回潤んだ空
【コール表】走り始めたばかりのキミに
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【コール表】STAR BEAT!～ホシノコドウ～
【コール表】ティアドロップス
【コール表】Hey-day狂騒曲(カプリチオ)
【コール表】Time Lapse

Seesaaブログ
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