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出逢える。試せる。購入できる。 

ネットとリアルの「いいとこどり」のユニークなマーケット 

『one×one（ワンバイワン）新宿ミロード店』が OPEN 

 

  広告代理店の株式会社ケシオン（https://www.kesion.co.jp 以下当社）は、実店舗とライブコマー

スを掛けあわせた OMO 店舗『one×one（ワンバイワン）新宿ミロード店』を 2021 年 10 月 8 日

（金）に新宿ミロード 1-2 階にオープンします。同時に『必要な時期・期間に、商品数に応じた必要な

広さ』を、月額料金だけで利用できるシェアリングストアサービスを開始します。 

 

 

 

■『one×one』のコンセプトは『繋がり』。生活者と創り手の思いを『繋げる場』を提供します 

EC 企業や D2C 企業がリアル店舗での「体験」を重視する近年のトレンドは、生活者自身が「喜び」

「驚き」といった「新しい体験」と「コミュニケーション」を求めていることもあり、EC 店舗出店を重

視していた小売業界の既成概念を確実に変えつつあります。その「新しい体験」と「コミュニケーション」

の両方を実現出来る良質な機会を作るべく、新宿の一等地、高サーキュレーションの立地にて、創り手が

力を入れて開発された商品を積極的に提案する場所を提供いたします。 

『one×one』では店舗での体験に加え、ライブコマース専用サイトを開設。人気インフルエンサーと

出店者がライブ動画で商品を紹介、「商品をもっとよく見せて」「〇〇について教えて」などの視聴者から

のリアルタイムコメントにも対応する、インタラクティブ購買ソリューションを展開します。 

  オフラインとオンラインのどちらでも商品の魅力を最大限伝えることができ、お客様は興味をもった

商品を、時間や場所に関係なく EC サイトで購入することができます。 

https://www.kesion.co.jp/


■one×one 新宿ミロード店 概要 

新宿駅南口連絡通路に面した当店は、平日休日関係なく、ビジネスやショッピングなど目的も属性も

様々な方が集まる場所です。『one×one』は、単に多くの人に知って貰うだけでなく、この多種多様な人

の中にいる「新しい商品に出会いたい」と思っているアーリーアダプターと創り手の繋がりを創造したい

と考えております。 

フロア構成は、連絡通路に面した 1 階には当社が表参道や渋谷で展開している Pop-Up プロモーショ

ンスペース『ZeroBase Labs SHINJUKU』、中 2 階にはフォトスポットラウンジを設け、その他店内では

『新しい「お気に入り」を今日も明日も持って帰ろう』をコンセプトにした多数の商品を展示販売しま

す。日本初上陸のコスメや、通常は EC のみで販売されなかなか実物を見ることが出来ない商品、メーカ

ーがいま一番推したいおすすめ商品、インフルエンサーの PB 商品、スタートアップ企業が開発した新商

品などを実際に手にすることが出来ます。 

 

 

・店舗名 ：one×one（ワンバイワン）新宿ミロード店 

・オープン日 ：2021 年 10 月 8 日（金） 

・営業時間 ：11:00～21:00 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため短縮営業となっております 

・所在地 ：新宿ミロード 1-2 階 ※小田急線新宿駅南口改札横 

（東京都新宿区西新宿 1 丁目 1 番 3 号） 

・URL  ：https://onexone.net/ 

・オープン特典 ：10 月 8 日（金）より、オンラインストアのアカウント登録をただいた先着 1,000 名 

さまに店舗ロゴがプリントされたオリジナルトートバッグをプレゼントします。 



■ 10 月の出店ブランド ※順不同 

・UNOHA（ウノハ）／アパレル 

今年 3 月に誕生した、アクティブな機能性ウェアからラウンジウェア、ワ

インマイルウェアまで展開するサスティナブルなライフスタイルブランド

“UNOHA（ウノハ）”。人々のココロとカラダのバランスを大切に、日常に

寄り添いながらファッションやライフスタイルを提供・発信しています。ポ

ップアップストア期間中、ウィンドウに施される特別なキャンペーンヴィ

ジュアルも必見です。 

 

 

・FRONT COVER（フロントカバー）／メイクアップコスメ 

2008 年に誕生したロンドンのメイクアップブランド。コンセプトは Front 

Cover(表紙)メイクアップを通して、雑誌の表紙に載っているような“自信・

魅力”をつけ、“なりたい自分“になるという願いが込められています。デザ

インの宇宙モチーフは“宇宙で唯一の自分”、“個性”を表現しています。 

自身にインスパイアするようなモダンなメイクアップブランドです。 

 

 

 

・Davids（デイヴィッズ）／歯磨き粉 

天然原料をベースとし、自然な甘さとさわやかな天然ミントフレーバーの

ホワイトニング歯みがき粉。Davids ホワイトニングトゥースペーストは、

100％天然由来原料のみを使用しつくられています。小さなお子さまから大

人まで、皆さまでお使いいただけます。契約ミント農家から直接届くフレッ

シュなミントオイルを独自に組み合わせ、オリジナルのミントフレーバー

を調合しています。金属製チューブは、天然のミントフレーバーを損なわず、

かつリサイクルも可能です。 

 

・THE HUMBLE CO.（ザ ハンブルコー）／歯ブラシ 

北欧・スウェーデン生まれの Humble Brush は、歯科医の指導・監修のもと

製造されています。現在、製品は数千にもわたるスウェーデン内のお店や歯

科医院でみかけることができます。プラスチックは使用せず、竹材を使用し

た美しくシンプルなデザインで、プラスチック製の歯ブラシに対抗する手

段を皆さまに提供します。 

 

 

 



・ORGAID（オーガエイド）／オーガニックシートマスク 

オーガエイド(ORGAID) とは、オーガニック(organic) とエイド（aid）を

組み合わせた造語で、“オーガニック成分を使った最高のスキンケア商品を

つくる” という思いが込められたスキンケアブランドです。1 枚に化粧水と

美容液の働きをする植物のチカラが凝縮されたオーガニックシートマスク

は、USDA 認証オーガニック成分をたっぷりと使用し、肌に不要な成分は

使わずに開発されました。 

 

 

・HERBIVORE BOTANICALS（ハービヴォア ボタニカルズ）／スキンケア 

シアトル発の 100％ナチュラルなスキンケアブランド。100%天然由来成分

にこだわり、香りも使用感もよく、毎日のお手入れの時間が楽しくなるよう

な高品質な製品を作り続けています。植物や鉱物の力をつかった代替医療

の考え方をベースとした処方で、ご使用いただくとその効果を実感してい

ただけると信じています。全ての製品づくりの過程で動物実験は行ってい

ません。また、すべての製品はヴィーガンです。 

 

 

・Pushed plants（プッシュドプランツ）／ドライフラワーアート 

ドライフラワーアーティストの下田恵子氏が偶然見かけた植物の壁掛けか

らインスパイアされ、本物の植物をドライプッシュし、キャンバス地にレイ

アウトしたアート作品です。植物は着色せず、自然の色のままなので、時間

が経つにつれ少しずつアンティークのように色褪せてきますので、その経

過も是非お楽しみいただきたい商品です。すべてハンドメイドとなってお

り、1 点物になります。 

 

 

・ Sugar and Spun（シュガーアンドスパン）／わたあめ 

製法と原材料にこだわったコットンキャンディー。Sugar & Spun のコット

ンキャンディーは 2013 年、アメリカのサンフランシスコで誕生しました。

独自の工程を経て原材料をミックスさせ、専門のトレーニングを受けたひ

との手で 1 つ 1 つ作り上げます。オーガニックシュガー、フリーズドライ

フルーツ、タピオカでんぷんなど天然由来の原料を数多く使用した、甘いだ

けじゃない上品なかつナチュラルなコットンキャンディーです。 

 

 



・MISOVATION（ミソベーション）／冷凍味噌汁 

”心を満たす、完全食。” 

MISOVATION は、栄養士が開発した世界初の完全食味噌汁です。現代人

が 1 食に必要な 31 種類の栄養素をバランスよく摂取できる、新しい味噌汁

です。味噌は沖縄県宮古島市でつくられる伝統的な味噌「宮古みそ」を使用。

日本でも数少ない「天然麹菌」を使用した味噌です。美味しさと栄養価を維

持するため、具材を瞬間冷凍してお届けします。 

 

 

・HOPLUS（ホプラス）／ビネガードリンク 

2021 年度モンドセレクション金賞受賞（柚子）。キリンが 10 年間の研究の

末に生まれた健康素材「熟成ホップ」。古くから健康・美容効果が知られる

お酢と組み合わせることで、現代人の「日々の健康」と「思考する時間」を

サポートするビネガードリンク『HOPLUS（ホプラス）』が生まれました。 

 

 

 

 

・AngebyR（アンジュバイアール）／ハンドメイドアクセサリー 

デザイナーの REINA が手掛けるシルバーアクセサリー。流行廃りや老若男

女関係なく自分の感じるままに、他にはない惹きつけられる存在感と一癖

あるシックさを併せ持つアクセサリーを表現しております。 

 

 

 

 

 

・MIONA SHIMIZU（ミオナ シミズ）／ハンドメイドアクセサリー・バッグ 

絞り染め作家の清水美於奈が手掛ける絞り染め技法で絞りのシワを生かし

た立体表現が魅力のアクセサリーやバッグ。造形作品の制作・展示や、絞り

染めブランド［MIONA SHIMIZU］を展開しています。 絞り染めブランド

では "空気を纏う" をコンセプトに制作。 目でとらえることはできないが、

確かにそこに存在する大切なものを、 日々の中で触れた自身の記憶や体感

を通して形にしています。 

 

 

 

 



・KOSHERAE （コシェラエ）／ハンドメイドバッグ 

人との繋がりとコミュニケーションをテーマにバックやファッション系立

体作品を制作する奈良県在住のアーティスト KOSHERAE(コシェラエ)。 

日常でトキめいた気持ちを連鎖させ、ちょっとした工夫や思いやりで優し

くなれる世界を目指し明るく元気になれる作品をお届けします。 

 

 

 

 

・Aelan Chocolate makers（アエラン チョコレート メーカーズ）／チョコレート 

バヌアツ共和国で栽培されたカカオ豆から Bean to Bar で作られるヴィーガ

ンチョコレート。カカオバターさえ入れないこだわりは豆本来の香りを一

層引き立て 、口当たりもさっぱりと 老若男女から愛される火山の国より

届けられるチョコレート本来の美味しさを楽しめます。 

 

 

 

 

・AlgAran（アルガラン）／オーガニック海藻 

海藻に魅了され、46 歳でアイルランドに移り住んだイタリア人 Rosaria が

立ち上げたアルガラン社は 2008 年欧州で初の海藻でオーガニック認証を

獲得。安全で美味しいオーガニック海藻をアイルランドより日本の食卓に

広げます。 

 

 

 

 

・Evereon（エバーイオン）／アンブレラ 

エバーイオンの骨は樹脂を使っており、伸縮性・耐久性に優れているので、

風で逆さに開いてしまっても元に戻ります。生地の張替が可能なので（別

売）、エコでサスティナブルな傘です。特徴のあるハンドルは様々なシーン

に対応する機能的なデザインで、レインボーカラーが憂鬱な雨の日も楽し

くカラフルな気持ちにしてくれます。 

 

 

 

 

 



その他 出店ブランド 

・Huxley（ハクスリー）／韓国コスメ 

・FEEV（フィーブ）／韓国コスメ  等 

 

■シェアリングストアサービスについて 

『one×one』は、都内一等地の実店舗とライブコマースプラットフォームを兼ね備えた OMO 店舗で

す。シェアリングストアサービスとは、『必要な時期・期間に、商品数に応じた必要な広さ』を、月額料

金だけで利用できる、「OMO 店舗のシェアリングサービス」です。 

 

 

 

実店舗の場所は都内の一等地で、顧客に商品を実際に体験してもらう場として最適なロケーションです。

出店者様は商品を納品するだけで、接客・販売は当社スタッフがお引き受けします。出店期間中、商品の

入れ替えや値段の変更なども自由に行っていただけます。 

出店者様は実店舗に常設されたライブコマースの設備、『one×one オンラインストア』上の配信プラッ

トフォームが自由に使え、そのままオンラインストアで販売することができます。顧客は時間や場所に関

係なく、実店舗でもオンラインでも、シームレスな購入体験ができます。 

実店舗で収集するマーケティングデータも特徴のひとつです。AI カメラでは商品に注目した来店客の

属性や滞留時間など興味関心度が分かる行動データをご提供します。店舗スタッフは全員商品知識を習

得したうえで接客に当たり、来店客への商品説明やその際の質問などを記録し、フィードバックします。 

 

 

 



■ 新宿ミロード 

株式会社小田急ＳＣディベロップメントが運営する、1984 年に開業、新宿駅に直結した大型商業施設で

す。20 代の女性をターゲットにしたファッションフロアやレストランフロア、新宿駅西口と南口をつな

ぐオープンモールのモザイク通り等、約 120 店の専門店から構成されています。同施設は「毎日立ち寄

りたくなるミロード」を目指しており『one×one』のコンセプトともマッチした事から、同社の協力の

もと今回の取組みが実現しました。 

・URL：https://www.odakyu-sc.com/shinjuku-mylord/ 

・営業時間（10 月 1 日現在）： 

モザイク通り・１階 10:00～21:00 

ファッションフロア 11:00～21:00 

レストランフロア 11:00～21:00 

※一部店舗により異なります。 

※現在営業時間を短縮しております。 

 今後も新型コロナウイルス感染拡大防止のため、営業体制を予告なく変更する場合がございます。 

 最新の情報は新宿ミロード公式ホームページをご確認ください。 

 

■ 開発運営会社 

・名称  ：株式会社ケシオン 

・本社所在地 ：〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江 1 丁目 21 番 25 号 

・代表取締役 ：高山 健一 

・設立  ：1995 年 12 月 

・資本金 ：2 億 4,105 万円 

・事業内容 ：広告代理店、スペース・屋外・交通広告・SP 企画・デザイン・web 制作 

・URL  ：https://www.kesion.co.jp 

 

【リリースに関するお問い合わせ】 

株式会社ケシオン 東京支社  

住所 ：東京都港区南青山 6 丁目 11 番 1 号 スリーエフ南青山ビル 7 階 

TEL ：03-6418-7707 

担当者 ：事業開発部 中山・大庭（zerobase_onebyone@kesion.co.jp） 

 

※本プレスリリースは 2021 年 10 月 1 日時点の情報です。今後変更の場合もございます。 

https://www.kesion.co.jp/

