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地元のお店・スポットを探すなら、
石川県のクチコミ情報サイトで！

www.kanazawalabo.net
金沢ラボ！ 検索

特集掲載 8店舗

クーポン付

カフェ

令和元年8月31日まで

祝 令和改元記念

新たな時代の幕開けを迎え、日常生活にもちょっぴり変化が訪れるころ。
ここで、あなたは令和をどう過ごしているのか教えてくれませんか？
1 問から参加可能なアンケート ( 全 12 問 ) に回答してポイントをGET！
さらに、アンケートに回答してくれた方の中から抽選で5名様に
QUOカード500円を差し上げちゃいます♪

1. まずは金沢ラボ！へ無料メンバー登録。

メンバー登録
はこちら

 参加方法  
2. アンケート一覧から好きな設問を選ん
　で回答！1 問回答するごとに 50 ポイン
　トを差し上げます。

アンケート一覧
はこちら

アンケート例

「令和になる瞬間、誰と過ごしましたか？」
や「新元号の発表を何で知りましたか？」
など令和にまつわる内容を中心とした、全
12 問。1問回答で 50pt 進呈。

 ポイント交換
金沢ラボ！へメンバー登録すると、アンケー
ト回答やクチコミ投稿をするたびにポイント
が貯まり、貯まったポイントを JCB ギフト
カードや QUO カードといったステキな商品
と交換できちゃいます♪♪
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金沢ラボ！のマスコット「カンタくん」
のお料理写真をフォロワーさんが作っ
てくれたよ！優秀作品は7/1(Mon)に
発表、プレゼントをお送りします♫

サイトにて金沢ラボ！掲載店様の
作品も公開中！さらに、作品が掲
載されているお店へのクチコミは
7/31(Wed)までポイント5倍!!

# カンタくんデコフード選手権

金沢ラボ！マスコット
カンタくん

● クチコミ掲載の流れ

● クチコミ投稿の注意点 ● 掲載可能なお店

★上記はポイント交換商品の一例です。 ★商品は予告なく変更となる場合がございます。

クチコミ投稿して
貯まるポイントで
オリジナルグッズや
ギフトカードをGET！

金沢ラボ！はみんながおすすめする県内のスポット情報

を集めた、石川のクチコミ情報サイトです。おすすめのク

チコミを投稿することでポイントが貯まり、オリジナル

グッズやギフトカードなどと交換もできちゃいます♪

まずは無料会員登録で 10pt ゲット！それからクチコミ投稿するたびにどんどんポイントが貯

まっていきます。貯めたポイントは金沢ラボ！に用意された素敵なプレゼントと交換できちゃう！

期間限定のポイントアップキャンペーンなども実施されるので、メルマガもチェックしてね♪

JCBギフトカード
2,000円

QUOギフトカード
500円

カンタくんの
クチコミメモ

お寄せいただいたクチコミは、編

集部で一つ一つチェックします。

すでに掲載されているスポット

の場合は 1 ～ 3 日で掲載となり

ます。

未掲載の場合は、編集部がお店・

スポットへ取材の申し込みをし

ます。ここで取材をお断りされ

た場合は、残念ながら掲載され

ません。取材ではお店・スポット

からのオススメなどを伺います。

お店にページ内容を確認しても

らい、OK がでれば掲載開始。

つまり、新規のお店ではクチコミ

から掲載までに少々お時間をい

ただきます。正確な情報をお届

けするための工程です。

・クチコミは 30 文字以上でお願いします。

・以下の内容のクチコミは掲載をお断りし

　ています。

　× 批判的な内容や悪口のクチコミ

　× 情報が少なすぎるクチコミ

　× 同一店舗の 30 日以内のクチコミ

能登から加賀まで、県内各地のお出かけ

情報を掲載！お店のジャンルも、飲食店・

観光地・商業施設やレジャースポットな

どなど…幅広く募集しています！

ただし、医療機関や公序良俗に反する施設など

一部店舗は掲載をお断りしています。詳しくは、

当サイトの店舗掲載基準をご確認下さい。クチコミ投稿 お店・スポット
取材

金沢ラボ！に
掲載

クチコミを書く時のポイント

「おいしかった」「楽しかった」

「○○がある」だけではなく、

オススメの理由は具体的に

書こう！

次に来る人のために知ってい

ると便利な情報を教えてあげ

よう！

パスタがおいしかった。

パスタはもちもち麺に濃厚

なソースが絡んで絶品！お昼

のランチセットにはデザート

がついてきてお得です♪

Point

具体的に 役立つ情報

無料
メンバー登録

10pt
掲載店

へのクチコミ

10pt
未掲載店
へのクチコミ

20pt

駐車場は？
何が気に入った?

どんな体験をした? 雰囲気は？

お値段は？

あなたの大好きなあのお店、金沢ラボ！で紹介してみませんか？

2000pt 500pt 100pt

クチコミ投稿フォームはこちら
※無料会員登録が必要です※
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金沢にもひまわり畑ってあるんだっ！

夜の蛍もこれまたロマンチックですね～

河北潟のひまわり畑よりこじんまりしています

が、たくさんのひまわりが迎えてくれます。夜

には蛍も見ることができるそうです。

まきまきさん
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アイス大好き石川県民、これは必食ですな！
想像しただけでヨダレ出てきた・・・(^p^）

夏になると食べたくなるおまっとソフト。とに
かくバニラが濃厚で味がまろやかーです。モー
ちゃん焼きも好きでよく買います。
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自然に癒されながら、お腹も満たされる・・・

この夏、最高の思い出になりそうですね！

じゅにさん

マイナスイオンを感じながら流しそうめんを楽し

めます！冷たい綺麗なお水で流れてくるそうめん

を食べるのは格別‼子どもも大人も楽しめます 。

みなさまからのステキなクチコミお待ちしてます！！

※クチコミは一部を抜粋してご紹介しています。※クチコミに書かれている情報は
投稿時点のものです。

掲載店舗数もついに1,000件突破！！

金沢ラボ！には皆様がおすすめする石川のスポットの情報が満載です。

今回は、夏におすすめのスポットから編集部がいいね！と思ったクチコミをご紹介♪

夏休みのお出かけ先、お気に入りのあのお店、行ってよかった

あの場所など皆様のおすすめスポットを是非教えてください♪

能登から加賀まで、石川のスポット情報を受け付けています！
クチコミの投稿
には会員登録（無
料）が必要です。

クチコミ投稿
フォームへ

募　集
イベント情報

「イベント紹介機能」ご活用のメリット

金沢ラボ！には主催者ならどなたでもご利用可能な

イベント紹介機能があります。なんと掲載は無料！

しかもイベント投稿フォームから日時や開催地、

企画内容などの開催情報を投稿するだけ。

編集部にて内容を確認後、サイトに掲載されます！

※ご投稿にはメンバー登録 (無料 ) とログインが必要です。

※公序良俗に反する内容はお断りしています。

※主催者様以外からのご投稿はご遠慮下さい。

※ご投稿頂いた内容にお間違いがないか、

　編集部よりご連絡させて頂く場合があります。

イベント投稿
フォームは
こちら

必要事項を入力して

投稿するだけなので、

スピーディにイベントの

PRが可能

1. スピーディなPR

掲載内容は自由！イメージ

画像の掲載やクーポンを

つけて集客効果を高める

活用方法も！

2. 活用方法は自由！

イベント情報は金沢ラボ！

メルマガ会員のみなさまに

告知させていただきます。

3. メルマガ告知も！

＼掲載スポ
ットの皆様／

金沢ラボ！に広告を掲載してみませんか？

金沢ラボ！編集部　　Tel：076-245-8553　Mail：cs@kanazawalabo.net

サイトバナーや有料広告ページ、フリーペーパー広告枠をご用意しております。

詳細は下記までお問い合わせ下さい



★クーポンは切り取ってお持ちください。
★お店側の都合で、予告なくサービスを打ち切る
　場合がございますのでご了承下さい。

掲載店で使える
お得なクーポン

アイスカフェモカ　　　　　　  530円（税込）

レアチーズティラミス                450円（税込）

加賀市大聖寺魚町21

080-4253-5034

6
遊び心溢れるメニューたちが

訪れる人々の心を捉える。築

80年のレトロな空間と都会的

なセンスが融合してできた、

人気のカフェ。

SAKURA のパンケーキ＋
ホットティー色々　　　　　   1,836円（税込）

金沢市武蔵町9-15

076-261-5570

1Tea House SAKURA
用意されているメニューは全

て紅茶を100％楽しむため。

豊富な種類の紅茶はもちろん、

自家製ティーソースと相性抜

群のパンケーキで堪能。

りあんブレンド　　　　　  　520円（税込）

豆乳を使ったふんわりやさしい
　 シフォンケーキ                  450円（税込） 

かほく市白尾ニ39-36

090-8047-8262

2Café りあん
穏やかな時間の流れる町の喫

茶店。飲みやすさにこだわっ

たブレンドはコク、苦味、酸味

のバランスが非常によくでき

ている至極の一杯。

甘酒抹茶のパフェ氷   　　　   900円（税込）

白山市鶴来今町レ6

090-4687-5304

4Cafe ハッカ
涼しげな風景に囲まれ、ひっそ

りと店を構えるハッカ。抹茶

の甘酒シロップがたっぷり注

がれたパフェ氷は、甘さ控えめ

で身体にやさしい、大人の味。

ティーソーダ　　　　　　  　　378円（税込）

茶のみサンデー《ドリンク付》
                             　　   1,080円（税込）～

金沢市富樫2丁目 8-24

076-227-9400

3THE TEA SHOP CHANOMI
春夏限定のティーソーダは店

頭に並んだ約 30 種ものお茶

の中からお好みの袋茶で。上

品な香りと炭酸の清涼感が合

わさる、夏らしい一杯。

7COLORS スムージー　　　700円（税込）

チーズホットドッグ《ポテト付》
　 　　　　　　　　　　　 780円（税込）

金沢市竪町27 角谷ビル1階

080-9293-8529

57COLORS
アートのような美しさを魅せる

スムージーは SNS でも話題。

これほどまでに色鮮やかであ

りながら、着色料は一切使用

せず体にも優しい。

謎屋ブレンド　　　　　　　　480円（税込）

黒いトランク　　　　　　　　 490円（税込）

金沢市安江町19-6

076-208-3728

7ミステリーカフェ謎屋珈琲店
ここでしか味わえない味・体験・

時間を提供する、日本初のミス

テリーカフェ。風変りな趣とは

裏腹に、本格的な味わいをもつ

メニューも魅力。

季節の上生菓子と抹茶             800円（税込）

金沢市東山1-24-3

076-253-9080

8久連波
ひがし茶屋街の風情ある茶房

で、和のくつろぎを存分に。

最上級の上生菓子と上品な抹

茶は、シンプルでありながら

奥深い味わいを織り成す。

FUZON KAGA Cafe and Studio

3. THE TEA SHOP CHANOMI

【お飲み物＆茶のみサンデーをセットで】

10％OFF
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渡し下さい。★他のクーポン券との併用はできません。

4. Ca fe ハッカ

かき氷1皿につき加賀棒茶1杯サービス
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5. 7COLOR S

【アートスムージー＆フードをセットで】

100円引き
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6. FUZON K AGA Cafe and Stud io

【ドリンク＆ティラミスをセットで】

100円引き
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7. ミステリーカフェ謎 屋珈琲店

【クーポンご提示で】100円引き
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8. 久 連波

【カフェにてご注文されたお客様限定】抹茶 or

加賀棒茶のミニソフトクリーム1ヶサービス！
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2. Ca fé りあん

【シフォンケーキご注文で】ホイップクリーム

追加 or フルーツ追加 orソフトクリームおかわり
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1. Tea House SAKUR A

パンケーキセットをご注文の方に限り、

自家製ティーソースをもう1 種サービス！
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グルメ特集「うまいじ！」
季節ごとにテーマを変えて、石川のおいしいグルメをお届け。

サイトではさらに多くのお店を紹介してます。今季は素敵な空間と

美味しいドリンク、そしてスイーツやフードが魅力のカフェ特集。


