
会社設立3期目新体制 
クロスエンジェルズ 会社設立３期目となりました。 

取締役　西川詠美 
取締役　近江祐香 
顧問　　柴家茉弓 
今期は、この3人の体制で頑張っていきます！ 
皆様どうぞよろしくお願い致します。 

◆西川詠美プロフィール 

長崎県出身 
配信アプリおよびライバー育成、インフルエンサーキャスティング会社代表
を務める。現在新たに犬服のブランド”weiβ”（ヴァイス）を立ち上げ中。

Instagram ＠weib.dog 

2020年3月1日　株式会社クロスエンジェルズ　取締役就任。 
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XrossAngels昭和
歌謡 LIVE 
生演奏スペシャルライ
ブ　P.2 

渋谷ビジョンCMス
タート 
109men’s館のビジョ
ンCM P.3 

新メンバー　あいみん 
Angelsメンバーが新
加入！　P.4 



◆近江祐香プロフィール 
富山県出身　シンガーソングライター 
オリジナル曲を作りながら都内でライブなど 
マルチに活動中。 
2019年4月よりXrossAngelsメンバー参加。 
2020年10月よりアーティスト名を 

『おみゆか』に改め “着物✖ ukulele”のブラ

ンディングにて活動中。 
ライブ配信アプリBIGOLIVEでのBIGO 
Awards2021パフォーマンス部門にて、世界
ランキング5位 
2021年3月1日　 
株式会社クロスエンジェルズ　取締役就任。 

◆柴家茉弓プロフィール 
司法書士 
３stepファンマーケティングコンサルタント 
中央大学法学部出身 
司法書士試験トップ合格 
人の才能を上手くビジネスの流れに持ってい
くことが得意。 
市場分析×ファンマーケティングで、イベント
に700名もの人を集めた実績あり。 

2021年3月1日　株式会社クロスエンジェル
ズ　顧問就任。


XrossAngels 
                昭和歌謡 LIVE 
生演奏スペシャルライブ 

3月28日にBIGO LIVE&ツイキャス配信ライ
ブにて生演奏昭和歌謡スペシャルライブを開催
しました。 
司会　えいみ 
Gt.中村弘一 
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サルでもわかるLINE@カフェ 
ホンマルラジオ 
3月は、新体制の3人、西川詠美、近江祐香、柴家茉弓で出
演しました！

ラジオでは、今期のクロスエンジェルズと３期目の新メン
バーの紹介をさせていただきました✨ 


ご視聴は、検索→サルでもわかるLINE@カフェ第65回　

で検索してね：）
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～セットリスト～ 

1　グッバイマイラブ /おみゆか 
2　時の流れに身をまかせ /東里香 
3　ラブイズオーバー  /うた華 
4　ロマンティックあげるよ /佐伯奈優 
5　テネシーワルツ /篠塚ゆき 
6　I LOVE YOU /碧＊ 
7　ルージュの伝言 /篠塚ゆき 
8　水色の雨 /碧＊ 
9　愛が止まらない /佐伯奈優 
10　ワインレッドの心/中村弘一 
11　Desire /おみゆか 
12　プレイバックパート2 /うた華 
13　真っ赤な太陽 /東里香 
14　ダイヤモンド （全員） 

XrossAngels 109Men’sビ
ジョンCM 4月よりスタート 

　第一弾は、クロスエンジェルズ レーベルから
発売のおみゆか”たんぽぽ”です！ 

１時間に15秒のCMが毎時間流れますので、渋
谷に行かれる方は、 
是非チェックしてくださいね! 

来月は、里香茶夢の”いつかの酒場”の予定で
す！お楽しみに♪ 
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　新メンバー　あいみんちゃん　　　
XrossAngelsに加入 
あいみん 
音楽大好き。２bearというユニットで活動す
るシンガーソングライター。 
作詞、作曲、編曲、ミックス、マスタリング、
振り付け提供などをしています。 
あいみんちゃんの応援をよろしくお願い致しま
す。 

Angelsニュース 
うた華 

【御礼】3月はビゴライブで星座イベントに参
加していました！たくさんの愛と応援をありが
とうございました！マイイベ当選者には随時、
景品を送らさせていただきます♪

【4月から】

ライバー事務所もXross Angelsへと移籍するこ
とになりました！既存のアカウントのまま、活
動ができるということで嬉しいかぎりです。


引き続き、うた華の館を楽しんでいただければ
と思います。

改めまして、よろしくお願い致します！


東里香 

【音楽療法士になりました！】

　BIGOLIVEでの配信の合間に明け方まで頑
張って勉強したり、レポートを提出し、ずっと
念願でした音楽療法士の資格試験に合格しまし
た！


コロナ禍の状況が収束しましたら、国から予算
を頂き、大きなイベントを開催したり、大使
館、医療関係、公共施設さんにて、お仕事が出
来たらと思います。
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少しでも多くの方々のお役に立てる様に頑張り
ますね！


愛を込めて❤ 


篠塚ゆき 

　エンジェルズ新聞をご覧の皆様、こんにちわ
٩(๑❛ᴗ❛๑)۶ いつも、XrossAngelsの皆んなの応援
を有り難うございます！私は少しづつ、リアル
の音楽ステージが復活しつつ、毎日ビゴライブ
での配信を頑張っています！早いもので、ビゴ


ライブを始めてから4月で1年になります。この
今の世情において、配信を始めて良かったな
と、心から思ってます。本当に沢山の繋がりと
お友達ができました！始めるきっかけをくださ
り、育てて下さったXrossAngelsさんと、応援
してくださっている皆様、本当に感謝です有り
難うございます。


4月はすでにビゴライブで色んな配信を予定し
ていまして。色々楽しみです！応援に来てね！

★4月4日は「～Easter～1日限りのオタメィゴ
ウ！復活祭」(=´∀｀)人(´∀｀=)11月にやって大好
評だった、タマゴ(Magic Egg)のマイイベント

を、イースターに合わせて1日限り復活しま
す！

★4月12,13日「BIGO Live １周年記念マイイ
ベ」ビゴライブを始めて１周年になるので、２
日間、皆様に楽しんで頂けるイベントを思案中
です！

★そして、４月に１番頑張らなければいけない
のが、昨年９月に優勝させて頂きました「アジ
アンシンガーコンペティション」の「グランド
ファイナルステージ」です！１年に４回同じコ
ンペが行われていて、その各コンテストの上位
３位までの、強者達だけが集まって１位を競い
ますヽ(；▽；)ノきゃー！！知ってるメンバー
だけでも、恐ろしい戦いになりそうなので、是
非！皆様に応援頂けたらと思います！まだ日程
が決定していないのですが。4月の中旬から下
旬の週末になるかと思います！分かり次第ま
た、皆様にSNS等で告知させて頂きますので、
どうぞよろしくお願いします╰(*´）`*)╯♡ 4月
もGMLHも出られるといいな！これからも頑張
ります！


水月杏姫 

　水月杏姫のカラオケがジョイサウンドに

配信中！

『水木アキ』名義でメジャーリリースされた楽
曲がカラオケジョイサウンドにて配信中！

本人映像もありま
す。沢山歌って
ね！

CD販売中！

欲しい方は

水月杏姫ライブ


物販で✨ 
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MAKI 
FM世田谷毎月第4金曜日23:15～放送中


「MAKIとNAOMIのMusic Island」


　Sax&Piano奏者のMAKIとDrum奏者のNAOMI
の2人でやってるラジオです。

雑談や企画コーナー、音楽に関する事など様々
な話を放送しており、偶にゲストを呼ぶ事もあ
りますので是非聴いてください。

放送を聴き逃した方は私のTwitterにアーカイブ
を載せていますのでそちらからご静聴ください
ませ。

Twitterの検索ワードはこちらです。

「@MAKI_KATSUBE」


Mina 
　3/20 水曜日12時から～

月に1回、名MC、中島加寿代さんとの「ときめ
きサンキュー」の収録がありました♪

いつも突然居なくなる加寿姉にヒヤヒヤドキド
キしますがものすごく楽しい現場なので、素が
でちゃう。

歌も、ぶっつけ本番笑

応援してくれている皆さまからの温かいコメン
トをたくさんいただき、本当にいつも感謝。

終わった後のオフショット

そして、今週はマカロンにパンにラスク頂きま
した❤全部めちゃ美味しかった。

出会いって大切やね。

人の繋がりも。感謝❤ありがとうございます。


碧＊ 

【配信アプリ「BIGOLIVE」活動日記】

　皆様こんにちは！

いつも応援ありがとうございます！碧*です！

世界に4億人のユーザー様がいる配信アプリ

BIGOLIVEにて、配信を始めてもう少しで1年に
なります。


BIGOLIVEでも、世界の皆様に音楽を聴いてい
ただける場としてＧloval Music Live House
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というアカウントでの音楽LIVEに

先日出演させていただきました。

毎回趣向を変えて、お届けさせていただいてい
ます。

これからもたくさんの方に歌を聴いていただけ
るようにがんばります(*^-^*)


【台湾パイナッ
プル♪スーパーの
BGMに！】

スーパー三徳様
にて、私ボーカ
ルで参加させて
いただいていま

すユニット「給食当番」の歌う「台湾パイナッ
プルの歌」を、動画で流していただけることに
なりました！皆様是非観てくださいね♪

https://santoku.co.jp/


そして台湾パイナップル食べよう～～！


RUCO 

　桜も満開になりいよいよ春がやってきました
ね！

先月はラジオパーソナリティオーディションで
沢山の応援をして頂き本当にありがとうござい
ました！受賞はなりませんでしたがとても貴重
な経験となりました。そして今月からBIGO 
LIVEでの歌配信をミキサーやマイクを使ってで

きるようになりました！みどりちゃんに教えて
もらえてすっごく助かりました🤍 感謝です！

皆様タイミングが合えば覗きにきてね！

それでは、コロナに気をつけながら春を楽しみ
ましょ～♪またね！るこより


おみゆか 
【Grand Movie Prix 1位感謝】 

　こんにちわ！3月はMudiaの歌動画
GrandMovie Prixのイベントに参加していたの
ですが、なんと、、、1位をとることができま
した！！

本当に最後20分のうちに、負けてしまうかもし
れないと思っていましたが、最後に勝つことが
でき、本当に嬉しく思います。

たくさんの方々に応援していただけたことを心
より感謝申し上げます。

ありがとうございました！

PV制作の曲は新しく和のアップテンポな曲を作
ります♪お楽しみに。また、ソナーユーさんの
番組にも出演させていただきました！

ソナーユーコミュニティー”話題のライバーと
は？”で検索！

おみゆかの、これまでな歴史が聞けちゃいま
す！アーカイブはyoutubeにてご覧いただけま
すのでお時間あるときにみて下さい:)
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ブロマイド販売  
コンテンツプリントeプリント 

全国のコンビニ(ローソン、セブンイレブン、 
ファミマ)などのコピー機で販売中。  

~購入方法~ 
液晶画面から、 
コンテンツプリント→eプ リント→ブロマイド 
→Xangelsブロマイド →好きな写真を選択し
てくださいね。  
1枚300円(税込み)  

配信ライバー募集 

クロスエンジェルズでは、
17,BIGOLIVE ,showroomの公式ライバー
になりたい方を募集しています！ 
是非始めたい方は、 
お気軽にお問い合わせください。 
未経験の方でも、ライバー講習や面談で不安な
くスタートできます♪ 

お問い合わせ：info@xangels.co.jp 

編集後記 
　3月月末に私は富山県に富山県のスペシャル
な杉の木のukuleleのオーダーへ行ってきまし
た。富山はまだ雪が残っているところもあり、
ひんやりした気持ちのいい空気でした。 
久しぶりの故郷に心躍りましたが、1泊しかで
きなかったので、もっとのんびりしたかったな
あ。自粛も少しずつ解除していく中で、まだま
だ油断はできませんが、たまに遠出はいいです
ね。 
今年は、お花見をしていませんが、桜の前を歩
くとやっぱり、ほっこりしますね。3月は月末
がバタバタでしたが、充実した月となりまし
た。来月も楽しい企画考えます♪（近江祐香） 
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