
Colorful Night LIVE in吉祥寺 

　2/25に吉祥寺Noahピアノサロンにて、生演奏ライブを行いました。

ツイキャス、BIGOLIVEでも配信を行い、それぞれ5曲ほどお届けしました。

次回は3/10(金)同じ吉祥寺のスタジオで有観客限定12名のライブを行いま
す。是非、お越しくださいね♪


メンバー

おみゆか　まいまい　Gt.GOD　 Piano.ゆっちゃん


～3月以降のLIVE＆イベント予定～

3月 
3/10（金）colorful night

＠吉祥寺Noahピアノサロン

19:30start


3/25（土） 
GodB.Dライブ

＠六本木バードランド 
19:00start
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4月 
4/22(土)福岡遠征ライブ

@ドリームホール佐野　18:30 start


5月 
5/20(土)おみゆかB.Dライブ

＠六本木バードランド　19:00 start 

2月のXAファミリー企画　 
佐伯なゆのお悩み相談室 
佐伯なゆちゃんが、普段自由が丘FMでラジオをしている中
で、ラジオ局に電話をかけてもらい相談を受けるコーナー
をされているのですが、

今回そのコーナーをクロスエンジェルズ のメンバーで開催
しました。

みんなから相談される悩み事に、なゆちゃん独自の観点か
ら切り込みお話を展開してくださり、みんなのお悩みが
解消されました！

事前に打ち合わせなどなく、その場で考えて真摯にお話
してくださる、なゆちゃんはとても素敵でした。

3月はArtsくんがHostを担当します。お楽しみに♪


2月のBIGOLIVE 
Xross Angel Japan Live House 
　今回はバンになることなく、歌配信、お絵かき配信全
てのメンバーが配信することができました。

ご視聴いただきた皆様ありがとうございました♪

GOD賞　fortuneねぇさん　5000ダイヤ

ファミリーイベント2/2-2/6 　16位　3月2.5hJLH獲得


篠塚ゆき　The Best Lover 2位

	 	 International コンサート　3位

	 	 800万豆達成

	 	 音楽チャンネル2ヶ月連続出演

碧* バレンタインイベント　14位

      スーパーラッキーギフトイベ　10位

おみゆか　Global Talent Show round2 3位

	 	 App Store イベント　12位

	 	 1000万豆クッション届きました♪
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Angelsニュース 

碧* 

【バレンタインイベントに参加したよ】

こんにち葉！碧*です！

いつもありがとうございます。

2月は皆様の応援のおかげで

配信アプリ「BIGOLIVE」にて行われた

バレンタインのオフラインイベントに参加させ
ていただきました！

原宿駅前のイベントスペースで

バレンタインらしく、ハートモチーフのキュー
トなステージは

ピンクやチョコレート色のカラフルなバルーン
アートがたくさん！

めちゃくちゃかわいかったです！

オープニング動画にも載せていただきました。

そしてステージパフォーマンスでは、オリジナ
ル曲を歌わせていただきました。

TOPライバーの皆様と共に過ごさせていただい
た時間は本当に素敵であっという間でした。


皆様、ありがとうございました。これからも邁
進したいと思います。

3月からはライブがたくさん！他県や海外へも
遠征します！ますます元気に頑張ります。

先日久しぶりに帰省して、のんびり過ごしまし
た。

皆様、2023年の碧*も楽しみにしていていただ
けたら嬉しいです。


篠塚ゆき 
　いつも応援してくださっている皆様、ありが
とうございます(*´∀`)♪

２月は色々盛りだくさんでした！


１月から出演させて頂いている音楽チャンネ
ル、2ヶ月合計で20枠も出演させて頂き、沢山
の素晴らしい曲を伝えることができました♡
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そして、2/14には、2ヶ月ぶりにBIGO LIVEに
て、国際枠が復活。私も通常枠と更には3ヶ月
ぶりの世界大会参戦"The Best Lover”というイ
ベントに出演させて頂き、お陰様で、2位入賞
で終えることができました！

ありがとうございます(っ´>ω<))ω<`)ｷﾞｭｯ。12時
間イベント長すぎだけどw めっちゃ眠かったけ
ど、最後まで頑張って良かった。久々のマイイ
ベに参加して応援してくれた皆様ありがと
う！！


そしてさらに2/26は、台湾ライバーのAilinさん
のInternational Concert♬に出演させて頂き、
こちらは３位入賞することができました（＾Ｏ
＾☆♪皆様大切な時間を使って応援に来て下
さったこと、本当に心から感謝です‼ ありがと
うございました٩(๑❛ᴗ❛๑)۶


あ、そして最近私はTikTokも頑張ってるよ！動
画は毎日投稿してて、毎週日曜日の午前中に配
信もしてます♬お時間あったら遊びに来てね♪( 
´θ｀) そちらのIDは「yukishinozukajazz」です！


３月は２日と６日に20:00からGMLH出演が決
定。リアルライブは3/17赤坂Kei、3/25六本木
バードランド(GODさん生誕祭)、3/26川崎フ
リーライブです！こちらも楽しく頑張ります♬
３月もよろしくお願いします！


東里香 
　皆様いつもありがとうございます。

ライバーは、ほぼお休み中ですが、リアルなお
仕事を頑張っています。

演歌な里香ちゃむに会いたい方はこちらのイベ
ントがオススメです！


5月28日(日)

茨城県古河市にて

チャリティーコンサート開催！


入場料は破格の500円

※社会福祉に役立てられます

３００人規模のステージで歌いたい方も募集中
です。人気なので3月中で締め切ります。

歌いたい方も観覧したい方も早めに里香ちゃむ
までご連絡くださいね。ご縁に感謝です。


ルナ 
こんにちは！ルナ
です。

今年のバレンタイ
ンも美味しそうな
チョコが沢山売ら
れていて…

チョコ好きな私に
とっては誘惑な毎
日でした！

3月はGODさん
バースデーライブ
ですね。私らしい
歌のプレゼントが
できたらなと思っ
ています。
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よろしくお願いします♪


まいまい 

　2月は味噌作りからスタートしました！ 

そして、JLH、Coluful night🎙 とありがとうご
ざいました♪ 

2023年初のリアルライブ 
とっても楽しかったです！ 
GODさん、ゆかちゃん、ゆっちゃんの演奏で歌
わせていただき感動でした。 
BIGOではアイコンマイイベも開催中です。世界
中1つだけのアイコンをゲットしに遊びに来て

ください✨  

いつも応援ありがとうございます😊  

おみゆか　【新曲できました♪】 

　今月は久しぶりのGMLH（世界の音楽チャン
ネル）に出場し、惜しくも3位でした。2位まで
がファイナルにいけるということで、中々難し
かったのですが、応援ありがとうございまし
た。また次回頑張ります！

そして、12345678のキリ番を達成することが
できたよ～！！なんともすごい数字、、、！


みんなありがとう❤ 


2/25には、吉祥寺でライブを行ったのですが新
曲２曲発表できました。ゆっちゃんの素敵なピ
アノサポートで歌うことができとても嬉しかっ
たです。

そして今月は、バレンタインという事もあり、
お菓子作りをいろいろする事ができて、楽し
かったですっ

来月3/10も作ろうかなぁ～♪

【お知らせ】2月からTikTokのアカウントも
作ったよ！（フォローしてね　＠omiyukaaa）

今月は半ばから体の調子が悪かったのですが

3月前半で回復したいと思います！


～3月の予定～

配信　3/1-3/7 身体の療養と、リフレッシュを
兼ねてお休みします。

3/9,3/10 共に20時からMLHです♪

ライブ　3/10,3/25共に出演します♪

皆様のご来場お待ちしています～！
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クロスエンジェルズ 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!


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) 


編集後記 
　今月から新たな試みで、新たな場所で生演奏
ライブを行いましたがどうでしたか？ 
去年はオフ会をたくさん行ってきましたが、今
年は生演奏ライブに特化しつつクロスエンジェ
ルズ のイベントを盛り上げていきたいと思いま
す。

4月は福岡！

どんな出会いがあるか楽しみですね～♪

遠征ライブもコンスタントにやっていけるよう
に、みんなで頑張っていきたいと思います！

3月は、Godさんのバースデーライブがありま
すが、早々にご予約いただいている皆様ありが
とうございます。楽しい1日になるように準備
していきたいと思います♪　　　（近江祐香）


 / 6 6

VOL.32 2023年2月28日


	佐伯なゆ企画配信
	2月のBIGOLIVE
	P.2
	Angelsニュース
	Colorful Night LIVE in吉祥寺
	2月のXAファミリー企画
	2月のBIGOLIVE
	Angelsニュース
	クロスエンジェルズ LINE＠
	ブロマイド販売
	編集後記

