
 
 【XrossAngels Special 夏祭り Live 】 
6/22(木曜日)海の日 
13:30-15:00 
　スペシャルゲストをお招きし、生演奏のサポート土屋剛さんの演奏で11曲
を披露しました。 
夏祭りスペシャルライブ　vol.8

7/22 (木)13:30-15:00

司会　モネたん

Guest 　辻将吾

Key.土屋剛


Iuya　RUCO

碧＊　うた華

佐伯なゆ　東里香

篠塚ゆき　おみゆか
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Angels新聞　７月号 

VOL.16 2021年7月31日 土曜日

 8月GMLHレギュ
ラーシンガー決定　
P.2 

大型ビジョンCM 
XrossAngelsメンバ
ーver. 
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.３ 

制作:近江祐香



セットリスト

1.Iuya 　summer mix 

2.うた華　ひまわり（オリジナル）

3.佐伯なゆ　ハナミズキ　

4.碧＊　にくにく　焼肉じゅじゅっ
じゅー（オリジナル） 

5.辻将吾　洗濯機ブルース　（オリジナ
ル）

6.土屋剛　Between The Devil & The 
Deep Blue sea/George Harrison 

7.篠塚ゆき　over the rainbow 

8.RUCO 真夜中のピクニック　（オリジナル）

9.おみゆか　運命の如く（オリジナル）

10.東里香 いつかの酒場栃木編（オリジナル） 
11.君の瞳に恋してる　（全員）


【Global  Music  Live  House 
　　　　レギュラーシンガーに決定】 
　8月より、おみゆか、碧＊、篠塚ゆきの3名がグローバルミュー
ジックライブハウスというBIGOLIVEの中の音楽チャンネルにて 
レギュラー出演が決定。 
それぞれの配信ライブお楽しみに♪


Global Got Talent Show　7月 
　 7月は、世界の音楽ライバーとのグローバルなイベントに、

碧＊と篠塚ゆきがファイナルまで参戦しました。

　このイベントは毎月のGlobal Music Live Houseで
投票の成績で勝ち上がっていくトーナメント式と
なっており、１２名の中で競いあい、最終ラウンド
で上位３位までが入賞でした。

碧＊　２位　入賞、篠塚ゆき　５位受賞でした。

　最後のラウンドで、パフォーマンスでき

ることだけでも素敵なイベントでした。
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Angelsニュース 

東里香 
【感謝！愛のシャワーを沢山浴びました！】


6月２８日はBIGOLIVEさんで長期休暇を前のラスト配信
でした。

　様々な事を乗り越えて、XrossAngelsの皆様や大勢の
方々に支えて頂き早朝のGMLH（国際チャンネルのライ
ブ）でも世界中の6500名様以上の方々からの力強いエー
ルに号泣。

　世界で愛される日本の歌を中心に歌わせて頂きまし
た。

　そして夜もお忙しいスケジュールの中

XrossAngelsの皆んなが里香ちゃむ配信枠へ集結！

BIGO LIVEさんでの楽しく幸せな感動の最後の配信を終
えました。


今まで生きていてこんなに沢山の愛を浴びたことはな
かったです。生まれてきてくれて、出逢ってくれて

里香ちゃむを好きになってくれて、本当にありがとう。


8月1日からは日本人の少ない

UpLiveさんにてライバーデビューします。


この時期にゼロからのスタート！

無謀な挑戦かもしれませんが‥‥


歌や音楽で世界平和をやり遂げるために

皆様の心を明るく照らせる様に


誠心誠意、歌に愛を込めて頑張りますので、応援して下
さいね。

大好きなみんな！

BIGOから離れても、心は繋がってるよー！！！


出逢って下さった全ての皆様のご活躍、幸せを心からお
祈りしていますね。

新しい世界でも里香ちゃむと一緒に冒険可能な方は、い
つでもUpLiveさんで、お待ちしてまーす！


ありったけの愛を込めて‥‥

音楽や歌で世界平和を目指す

演歌歌手　栃木県小山市　おやま広報大使

東　里香（里香ちゃむ）より
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XROSSANGELS 109MEN’SビジョンCM ８月 
　8月はXrossAngelsメンバーがビジョンに初登
場！

誰が出演しているか、是非渋谷でCMをチェック
してみてくださいね♪

渋谷ビジョン掲載場所：スクランブル交差点の
TSUTAYAさんを正面にして、右手方向、甘栗屋さ
んの建物の大型ビジョンでご覧いただけます。 

VOL.14 2021年7月31日



うた華 

　いつも応援ありがとうございます！

先月はMudia主催の「水都音楽祭2021 オンラインオー
ディション｣の予選の応援、ありがとうございました！

おかげさまで1位を取ることができ、【Semi Final D】へ
と進みます！

次回投票時間は8/8の15:00～ 23:59:59まで。

これで1位になると今度は21日のグランプリファイナルへ
挑むことができます！

当日、15:55からLiveインタビュー配信されるのでぜひ見
てください♫

今月もよろしくお願いします！


おみゆか 

テレビ番組【 BS11 どっぷりアプリ】 
エンディングテーマ部門　3位入賞 

　みなさん、こんにちわ！

今月はとっても嬉しいことがありました；）

オリジナルソングをTV番組で流していただけるという、
素晴らしいイベントで、3位入賞し、9月にオリジナル曲
たんぽぽを放送していただけることとなりました。

8月に同番組のCM撮影があるので、楽しく頑張りますっ
♪

いつも応援本当にありがとうございます！


＝XrossAngelsニュース＝ 
BIGO LIVE 
7月BIGO LIVEファミリーイベント　9位 
　たくさんの応援ありがとうございました。


UPLIVE 
配信アプリ”UPLive”のエージェントになりました。


ライブイベント企画について 
　緊急事態宣言が8月31日までと延期になってしまった
ため、まだ当面配信ライブ中心になりそうですが、また
リアルなイベントも企画していこうと思っておりますの
でもうしばらくお待ち頂けると幸いです。


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)
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) 
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　配信ライバー募集 

 　クロスエンジェルズでは、
17,BIGOLIVE ,showroom,UPLIVEの公式ライ
バーになりたい方を募集しています！

ライバーに興味がある方は、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】 

クロスエンジェルズ Store　 

　CDやオリジナルグッズなど購入できます。

また、こちらのストアから購入していただくと、スペ
シャルブロマイドをプレゼントしているので、是非ゲッ
トしてみてくださいねっ♪


HP:https://xangels.co.jp/store/ 

編集後記 
 暑い暑い夏到来ですね！

皆様いかがお過ごしでしょうか？

今月私は、自由が丘FMに出演したり、えどが
わFMに電話でのラジオ出演と、ラジオにもご
縁のある月でした。

　そんな7月でしたが、8月から、MUDIAさん
のラジオのオーデションがあるそうなので、お
みゆかも参加しようと考えています！

　なかなか普段配信していても、自分のトーク
力、話し方は、直したいところがいーっぱいあ
りますが、この機会に学ばせていただけたらな
と思っています。

どんどんチャレンジして、いろんな刺激を受け
てきます！

8月は緊急事態宣言も出ており、なかなか遠方
へは出来なそうですが、夏っぽいことしたい
な～。

近所をランニングしていたら、公園での花火は
禁止と張り紙があって、都内は場所を選ばない
と花火も難しいのかと、少し悲しくなりまし
た。でも、楽しい事見つけて、この夏を乗り越
えましょうね♪

ps.るこちゃんとランニング始めました；）


（近江祐香）
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