
長野県（産業労働部）プレスリリース 令和４年（2022年）９月29日

新型コロナの影響を受ける県内事業者の販売促進と電子商取引（EC）の活用推進を目的として実施し

ている「長野県産品ECサイト送料無料＆お買い得キャンペーン」連動企画として、都心のショールー

ミング拠点※を全面利用し本県の優れたモノ・コトを展開することで、県産品の魅力を発信します。

※店舗で商品サンプルを確認し、併設した二次元バーコード等を介してECサイトでの購入を行う購買方法を採用している施設

産業労働部営業局販売流通促進担当
（次⻑）⼭⼝光彦 （担当）手塚裕介
電 話 026-235-7248（直通）

026-232-0111（代表）内線3964
ＦＡＸ 026-235-7496
E-mail eigyo@pref.nagano.lg.jp

１ 実施期間
令和４年10月１日（土）から 10月30日（日）まで

渋谷のど真ん中

スクランブル交差点真下で開催！

AZLM CONNECTED CAFE について

（〒150-0043 東京都渋⾕区道⽞坂２−２−１ 渋⾕地下街）
ブランドサイト：https://azlm.jp/

渋谷のショールーミング拠点を全面利用し
県産品の魅力を発信します！

２ 実施会場
AZLM CONNECTED CAFE 渋⾕地下街店

３ 概要
● 107事業者、約240アイテムを展開。実際に商品を見て・触って・試していただけます。

気に入った商品は、送料無料＆お買い得キャンペーンでおトクにECサイトで購入可能です。
※対象商品が規定数量に達している場合、各サイトのキャンペーン実施期間外の場合等は、キャンペーンの特典

は 受けられませんので、予めご了承ください。

● 一部商品については、試飲・試食も可能です。
また、県産食材を使用したオリジナルメニューもカフェコーナーで提供します。

● 店頭には⻑野県PRキャラクター「アルクマ」と記念撮影ができるフォトスポットを設置。
さらに、週末には県内事業者によるイベントも開催します。

送料無料＆お買い得キャンペーンの詳細は下記特設サイトへ。
https://shinshufair.jp/

「AZLM」とは、「From A to Z , Live Marketing」の頭文字を引用しており、店内の展示スペースに、各地域
の良いモノ・コトを展示し、見て、触って、試していただくとともに、ECサイト等による商品購入が可能な
店舗です。昨年７月のオープン以来、2,000点以上のモノ・コトを展示・販売・発信しています。

連動企画



 

 

2022年 9月 29日 

長野県 

コネクテッドコマース株式会社 

報道関係各位 

 

ライブマーケティング CAFE『AZLM CONNECTED CAFE 渋谷地下街店』を長野県産品がジャック‼ 

『Meets NAGANO at AZLM 〜渋谷AZLMで長野に出会う〜』開催‼ 

店内ディスプレイ約 240 アイテムを ECサイトで購入‼試飲・試食・サンプリング、店頭ではオリジナルメニューを販売 

期間：10月 1日（土）～30日（日）／場所：『AZLM CONNECTED CAFE 渋谷地下街店』（しぶちか） 

 

長野県（知事：阿部 守一）、Live マーケティングカフェ『AZLM CONNECTED CAFE（エイゼットエルエム・コネクテッド・

カフェ）渋谷地下街店』（以下 AZLM）を企画・運営するコネクテッドコマース株式会社（本社：渋谷区渋谷、代表取締

役：中村武治、以下コネクテッドコマース社）は、10 月 1 日（土）から 30 日（日）まで、同店にて、長野県内の 107

事業者、約 240 アイテムの優れたモノ・コト・ヒトで CAFE を完全にジャックする『Meets NAGANO at AZLM ～渋谷AZLM

で長野に出会う～』を展開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
『Meets NAGANO at AZLM ～渋谷AZLM で長野に出会う～』店舗イメージ 

 

■「長野県産品 EC サイト送料無料＆お買い得キャンペーン」との連動企画 

長野県が実施する新型コロナの影響を受ける県内事業者の販売

促進と EC の活用推進を目的とした「長野県産品 EC サイト送料無

料＆お買い得キャンペーン」（7/20～12/27）との連動企画です。

渋谷のど真ん中で多くの方に長野県の魅力に触れていただける機会

となります。 

 

◎TOPICS：長野県の魅力ある産品、約 240アイテムが「しぶちか」に登場‼自社の ECサイト等では送料無料、楽天

市場とヤフーショッピングで購入すると 1,000円割引クーポンが利用できるお得なキャンペーンと連動 

「長野県産品 ECサイト送料無料＆お買い得キャンペーン」の仕組みによって、AZLMの店内にディスプレイされる約 240 ア

イテムは全て店頭の二次元バーコードから EC サイトで購入いただけます。自社の EC サイト等でご購入いただく場合は送料が

無料に。楽天ないしはヤフーショッピングで購入する場合は 1,000円の割引クーポンがご利用いただけます。 

※対象商品が規定数量に達している場合、各サイトのキャンペーン実施期間外の場合等は、送料無料や 1000 円 OFF ク

ーポンの特典は受けられませんので、予めご了承ください。 

 

◎TOPICS：長野県産のフレッシュな食材を使用した、長野県×AZLM のオリジナルコラボメニュ

ーを期間中、特別価格で店頭販売します！ 

 「信州産りんごまみれパフェ」や「信州クラフトビール」、「信州産リンゴジュース」などをはじめとした、オリ

ジナルコラボメニューを 10種類を取り揃えております。 

 

 

 

 

https://shinshufair.jp/ 
 
 

メニューイメージ 

https://shinshufair.jp/


◎TOPICS：長野県ならではの全 12種類の産品の試飲・試食を行います！ 

 AZLM で人気のプレミアムソフトクリームには、長野県ならではの 7 種

類の具材から選んでトッピングすることもできるほか、トマトジュース、シード

ルや信州産コシヒカリまで様々な長野県の美食を試飲、試食いただけま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

◎TOPICS： 長野県 PRキャラクター「アルクマ」とのフォトスポットが「しぶちか」に登場‼ 

長野県の公式 PRキャラクター「アルクマ」のフォトスポットが店内に登場します。 

 

●「アルクマ」 プロフィール 

信州に出没する､大変珍しいクマ。 

クマなのに寒がりで､いつも頭にかぶりもの。 

クマなのに旅好きで､いつも背中にリュックサック。 

信州をクマなく歩きまくり､信州の魅力を世の中にクマなく広めるのが生きがい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【AZLMは新しい地域事業モデルを構築】 

「AZLM」とは、「From A to Z , Live Marketing」の頭文字を引用

しており、店内の約 300 点の展示スペースに、各地域の良いモノ・コト・ヒ

トを展示し、NTT 東日本と協業・提供 する ICT 技術、株式会社トレー

ドワークス（証券コード：3997 https://www.tworks.co.jp/）と協

業・提供する OMO プラットフォーム、AZLM アプリ・EC システムにより、お

客様の店内行動データや購入情報を数値化できる Live マーケティングカ

フェです。月間歩行者通行量約 50 万人の「しぶちか」に、99 円（税

込）のスペシャリティコーヒーや大人気のハニーバナナジュース、タピオカ黒

糖ミルク、グリーンスムージーなどを飲みながらディスプレイを見て、触って、

試していただける日常空間としての利用を目指しています。昨年 7 月のオ

ープン以来、２,000 点以上のモノ・コト・ヒトを展示・販売・発信していま

す。そして、地方創生をテーマとした様々な事業者とのコラボレーションを

展開しております。 

 

＜主な AZLM とのコラボレーション事業者＞ 

 ・日本航空株式会社（JAL）：AZLM CONNECTED CAFE 渋谷地下街店×JALふるさとプロジェクト 

2022年 7月 1日（金）～8月 30日（火） 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000081162.html 

・株式会社ホリプロ：【ホリプロ×AZLM】地方創生プロジェクト =第一弾は広島応援企画= 

2022年 9月 1日（木）～28日（水） 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000081162.html 

 

 

 

 

ⓒ長野県アルクマ ⓒ長野県アルクマ 

試食・試飲一覧（予定） 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000081162.html


 

 

 

●期 間：10月 1日（土）～10月 30日（日）11:00～21:00 

●場 所：AZLM CONNECTED CAFE 渋谷地下街店 

東京都渋谷区道玄坂 2-2-1 渋谷地下街 TEL. 03-6416-0081 

●出店事業者：長野県内 107事業者、約 240 アイテム 

●展 開 概 要：長野県が実施する新型コロナの影響を受ける長野県内事業者の販売促進と電子商取引（EC）の活用

推進を目的とした「長野県産品 EC サイト送料無料＆お買い得キャンペーン」との連動企画 
 
 
 
 
●店 名：『AZLM CONNECTED CAFE 渋谷地下街店』 
●営業時間：11:00～21:00 (LO.20:30) 
●定 休 日：毎月末日（展示品入れ替えの為） 
●開 業 日：2021年 7月 1日（木） 
●住 所：東京都渋谷区道玄坂 2-2-1 渋谷地下街 TEL. 03-6416-0081 
●運 営：コネクテッドコマース株式会社 代表取締役 中村武治 

東京都渋谷区道玄坂 1-12-1 渋谷マークシティW22階 TEL：03-4360-5320 
●ブランドサイト：https://azlm.jp/  ●インスタグラム：https://www.instagram.com/azlmconnectedcafe/ 
 

 
 

 
 
 
●アクセス： 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【本件に関するお問合せ先】 

 
■報道関係：AZLM PR事務局（㈱SYNCA）：担当 大柳 TEL.03-4291-3344 press@syncagr.com 

又は、長野県営業局 ：担当 手塚 TEL. 026-235-7248 
■一般（記事や放送時）：AZLM CONNECTED CAFE 渋谷地下街店 TEL. 03-6416-0081 

 

『AZLM CONNECTED CAFE渋谷地下街店』概要 

『Meets NAGANO at AZLM 〜渋谷AZLMで長野に出会う〜』 概要 
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