
【XrossAngels Special Concert 開催】 
　今月はスタジオからの生演奏ライブを２回行いました♪♪♪


5/15(土)

Special Concert　
vol.2 

Key.清水永久 
1.いつかの酒場/東里香 

2.Rainy Voice/碧＊

3.ガーベラ（赤）/うた
華 

4.紅蓮華/卯月沙羅　

5.時代/あいみん 　

6.炎/あいみん 

7.弾き語り/卯月沙羅

8.夏の扉/東里香

9.千本桜/うた華

10.甲賀忍法帖/碧＊


5/22(土)

Special Concert　  vol.3 

Gt.進藤宏樹 
1.She is my friend /篠塚ゆき

2.みずいろの雨 /佐伯奈優

3.パートオブユアワールド /
RUCO

4.オールディーズメドレー/お
みゆか

5.saving all my love for you /
Mina

6.ダイナマイト/Mina

7.たんぽぽ /おみゆか

8.time after time /篠塚ゆき

9.who/佐伯奈優

10.真夜中のピクニック/RUCO 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Angels新聞　5月号 
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ビジョン決勝戦へ 

決戦は6月6（日）　
P.2 

Angelsニュース　 
今月のエンジェルズの
ニュースをお届け♪　

P.2 

6月のビジョンCM 

BIGOLIVEの公式代
理店としての初CM 

P.2 

制作:近江祐香



 ＊XrossAngelsビジョン決勝戦 
＊XrossAngelsビジョン決勝戦

6/6 日曜日　21時～

マルチ配信（ID omiyuka1989）

司会おみゆか

参加メンバー　碧＊、篠塚ゆき、佐伯奈優、うた華

・クイズ 10問　早押し対決

（1問　本人が答えた場合100pt、リスナーさんが答えた場合50pt）


勝った１名に、おみゆかからファミリーシールド✖３がその場で送られます。


・歌対決　1人1曲づつ披露していただきます。

・歌対決終了までの、マルチ配信にて贈られたギフトの総数で勝者が決まります。


＊優勝　1名7、8月いづれかのビジョン、15秒の放映権利を獲得できます。（ビジョン放映１ヶ月　５０万円相当）


Angelsニュース 
篠塚ゆき 
　みなさま、いかがお過ごしでしょうか？(o^^o)あたたかくなり、花粉もおさ
まって過ごしやすい日々ですね。私は相変わらず、配信アプリビゴライブで、毎
日歌って頑張っています！6月1日が私のお誕生日なので、ビゴライブとツイキャ
スプレミアで同時配信のライブも企画中です！ぜひぜひ、遊びに来てください
ね！

【Yuki's Birthday Live concert】

２０２１年６月１日夜８時よりBIGO LIVEとツイキャスプレミアにて、同時配
信‼ 無観客ライブ♬

20:00(JST)～ June 1st 2021

【出演】篠塚ゆき

Guest artists: yayA / ともみん ビゴライブは ID: yukishinozuka へ
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XROSSANGELS 109MEN’SビジョンCM 6月 
　今月はBIGOLIVEと提携し、BIGOLIVE公式代理店
としてのライバー募集も兼ねたCMがスタートしま
す。

　おみゆか”たんぽぽ”の新バージョンCMと共にぜひ
ご覧ください。

7月、8月のいづれかは、6月6日のXrossAngels独自
ルールイベントで、１名がCMに起用されます♪

お楽しみに！
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 ツイキャスプレミアのチケットは、


QRコードを読み取ってお申し込み下さい。お一人様¥2000です٩(๑❛ᴗ❛๑)۶


当日見られない方も、ご購入していただければ、６月８日まで(１週間)ご

自由に見られますよ♬


そして、6月4日には夜8時から同じくビゴライブにて、シンガポールの琵琶奏
者Stellaちゃんとのコラボレーションが決定しています╰(*´）`*)╯♡

可愛いくて素敵なアーティストさんなので、こちらも良かったら遊びに来て
くださいね‼お︎待ちしています♪


東里香 
　いつも温かい応援ありがとうございます。

海外やBIGOLIVEでの配信でもご活躍されている

琵琶ゆんころさんこと

ID:biwayunkoro

水島結子さんとコラボが決定しました！

――――――――――

日時：6月29日(火）19時開演（18時半開場）

ご予約制/限定35名様

場所：JR目白駅下車徒歩5分　目白庭園(赤鳥庵）

入場料：3,000円(当日精算/希望の方は事前振り込み可能）orビゴライブ
での配信はビゴスターのギフトをお贈りください

演目：「義経」ほか(解説あり）

――――――――――


静かな庭園の中にある趣のある日本家屋での素敵な演奏会になりますので、是非いらして下さいね。

人数限定ですのでお早めにどうぞ！


〇お申し込み、お問い合わせはFacebook又はTwitterの水島結子さんのDM又はBIGOLIVEにて、宜しくお願い致します。


演歌と琵琶の初コラボ、応援して下さいね。ご縁に感謝☆


おみゆか 
　【盛り沢山の5月ありがとう】

5月入賞

＊【XrossAngelsファミリー】9位　入賞

＊【中堅カーニバル　動画投稿イベント】2位　入賞

5月のイベント

・XrossAngelsの5/15,5/22の歌イベント

・5/14 XrossAngelsファミリーDAY

・5/20 バースデー配信

・5/23 Global Music Live House with Key.土屋剛

（エンジェルズのみんなに祝ってもらった；；感動❤）

・5/30 Global Got Talent Show round3 出演

・5/31 Global Got Talent Show final (5/340でTOP４に入れば出演)
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5/30になんと、、、世界のライバーさんの中でTOP12 に入っていたので、今月は初の【Global Got Talent Show】に出演
です！

世界のライバーさんと名を連ねるこのイベントで、成果が出せたらいいなあ。

5/30のイベントで４位以内に入ればFinalへの切符を手にできます。

今月はとてもたくさんのイベントづくしでしたが、応援してくださった皆様本当にありがとうございました♪

来月も工夫しながら、配信していこうと思いますっ

おみゆか情報→Twitter omiyukaxa Instagram→yukagram29


碧＊ 

　【自分の健康と皆様に感謝の一ヶ月でした！】

こんにちは！最近台湾パイナップルにはまっている碧*です！


5月は配信アプリ「BIOGOLIVE」やMudiaさんの楽曲提供イベント、そし
てリアルライブなど、本当にいろいろな事がありました。

毎日ものすごいスピード感で一つ一つの出来事が過ぎていくのですが、思
い返してみると改めて、全てに感謝の日々でした。

月の初めに突然の体調不良に見舞われて二日間寝込んでしまい、自分の企
画が流れてしまってたくさんの方にご心配とご迷惑をおかけしました。

にもかかわらずあたたかいお言葉をたくさんいただき、自分の健康と、周
りの皆様に改めて感謝の気持ちでいっぱいになりました。

　先月1周年を迎えたBIGOLIVEでは、XrossAngels主催のライブイベント
でAngelsのライバーと7月以降の渋谷ビジョンCMをかけた予選があり、

なんと同日にMudia様の主催する楽曲提供イベントのオーディションにも
参加させていただきました。

　そしてGLOVAL MUSIC LIVEHOUSEというBIGOLIVEオフィシャルのラ
イブチャンネルでのライブでは音響トラブルに見舞われながら、皆様の応

援のおかげで、奇跡的にその先の「GLOVAL GOT TALENT SHOW」というイベントの決勝まで進ませていただきまし
た。

全てが感謝でしかなく、そんな皆様への気持ちを抱えながら、自分と向き合って泣きそうな日々です。

これからも自分の実力を磨きながら、たくさんの方にインターネットやリアルで音楽とエンターテイメントをお伝えでき
るように頑張ります。

月末のBUGOLIVEでの決勝戦イベントがこれからなので、

精一杯、自分の力を出し切れるように頑張ります！

これからもどうぞよろしくお願いいたします。


うた華 
いつも応援ありがとうございます☆ 
　今月はXrossAngelsのビジョンをかけての予選Aと中堅カーニバルの動画
部門の投稿イベで1位になりました！

奇跡と言っても過言ではないくらいですー！！！

まだ、夢じゃないかと思っています(笑)

次はビジョンの本戦で1位を狙います！

この日にたくさんの応援をお願いします！

ライバーとしてはまだまだなので、日々精進していけるよう励んでいきま
す！これからもよろしくお願いします♫
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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,BIGO LIVE ,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


クロスエンジェルズのLINE@ 
　私たちクロスエンジェルズのイベント、ライブ の告知など
様々な情報をGETすることができる公式ライン＠です! 

まだ登録されてない方は、ぜひチェックしてくださいね♫ 

今月号の感想、ご意見、こんなイベントやってほしいなど、
お便りも募集していますので、ぜひ皆様の登録お待ちしてい
ます！【LINE＠検索→XROSSANGELS】 

編集後記 
　5月は、まだ6月の手前だと言うのに、蒸し蒸しする日が増えてきま
したね。

梅雨が昔よりも早まっているようです。天気がこれからも不安定な月と
なりますが、ポジティブに乗り越えましょう。

私は着物を着るので、この感じだと、着物よりも、浴衣率が高くなり
そうです。

でも、最近デパートに行った際、コロナの影響で、浴衣があまり売れな
いということで、綿の反物を、ゆったりサイズのパンツに形を変えて販
売していました。

時間のある人様に型紙も売られていて、どんどん形を変えないとどこの
業界も大変なんだなあと思い知らされました。

私は、これまでどうり、早くも浴衣はじめます～〇

でも、綿のゆったりパンツも気になりました。6月も頑張りましょう♪ 
（近江祐香）
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