How to enjoy Strawberry picking

冬から春にかけて旬を迎える「イチゴ」
。

れるとほんのり桜色に染まり見た
く、甘い中に程よい酸味もあるバ

目にも可愛い。酸味が少なく適度
ランスのとれた味。

な歯ざわりがある。

イチゴについてのお話を聞きました。

千葉県の新品種。大粒で果汁も多

そこで大人気のイチゴ狩り施設を訪ねて、

珍しい白イチゴの品種の１つ。熟

果物はやはり摘み立てが一番！

2017 年から本 格 販 売が始まった

スーパーでパック詰めされたものは気軽でいいのですが、

❖天使のいちご
❖チーバベリー

種類の食べ比べ

分。千葉県千葉市若葉区に

思わず笑顔になる
都内から車で約
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つの農園で楽

1

種類ものイチゴを食べ
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良いです。

年、現在４つの広々としたハ

い。また、虫が反応しやすい黄色い服は避けた方が

離 さ ず 蜂 の 巣 箱 を 叩 か ない よ う に 注 意 し て く だ さ

合がありますので、小さいお子さんから決して目を

チを飼育しています。ハウス内に蜂の巣箱がある場

イチゴ農園の多くはイチゴの受粉のためにミツバ

注意事項

いかがでしょうか。

比べで口いっぱいに甘酸っぱい春を感じてみては

中旬頃まで営業します。この春はイチゴの食べ

今年もドラゴンファームのイチゴ狩りは５月

ほしいと願う内田さんの想いゆえのことです。

いる作業ですが、これもお客様が笑顔になって

手作業で摘果しているからです。摘果は根気の

の数を５個になるように絞り、それ以上は毎日

が特 徴。これは一株の苗から、収 穫するイチゴ

甘さや美味しさはそのままに、とても大きいの

またドラゴンファームのイチゴはどの品種も

理想の幅にすることができました」

く温室を作るたびに間隔を広げていき、今では

客様には快適に過ごしていただきたいので新し

さくなるので、収穫量は減ります。それでもお

「 畝の 間 隔 を 広 げ れ ば そ れ だ け 作 付 面 積 が 小

畝の間隔も通常よりかなり広く取られています。

てもイチゴ狩りができるように高床栽培にして、

床面の段差をなくすのはもちろん、屈まなく

車椅子対応でベビーシートも完備しています。

利用できるような設計にしました。お手洗いも

化して車椅子はもちろんベビーカーのままでも

ていたそうです。そこで農園全体をバリアフリー

しんでいただける農 園にしたいと、ずっと考え

内田さんは小さなお子様や車椅子の方でも楽

全てのお客様に楽しんでいただくために

まった施設には、優しさが各々に溢れています。

来園してくださったお客様を想う気持ちが詰

ています」

さんに好きな味に出 会っていただきたいと思っ

傾向がありますが、好みは様々ですから、みな

酸味が強く甘さが爽やかなイチゴは女性が好む

に出会えます。甘みが強いイチゴは男性が好み、

みがあるので、たくさん種類があると好きな味

ほうが喜んでくださいます。また、みなさん好

ださるお客様もいますし、毎年違う味があった

るので特許料はかかりますが、毎年来園してく

り入れるようにしています。栽培には特許があ

「 新しい品 種 が開 発 されれ ば、できるだけ 取

表、内田さんに話を伺いました。

ウスでイチゴを栽培するドラゴンファームの代

農園を開いて

間内で好きなだけ味わうことができます。

チゴ「天使のいちご」までイチゴ狩りの体験時

ぼし」など生産量の少ない新品種や貴重な白イ

などの品種をはじめ、
「チーバベリー」や「よつ

比べできます。
「章姫（あきひめ）
」や「紅ほっぺ」

ラゴンファーム」では

しめる品種は５〜６種類ほどですが、この「ド

品種が味わえることです。通常

しめる大人気の農園です。最大の魅力は多くの

ある「ドラゴンファーム」は、イチゴ狩りが楽
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住 所●千葉市若葉区小倉町 1354 Tel ● 043-235-3788 Fax ● 043-235-3837
入園料●月曜〜土曜：小学生～大人3,000円 ２歳～小学生未満 1,500 円
日曜：小学生～大人 2,000 円 ２歳～小学生未満 1,000 円
ホームページアドレス http://www.dragon-farm.com/
※イチゴ狩りは 5 月中旬まで ※ 6 月からはブルーベリー狩りも開催予定

ドラゴンファーム

甘味が
強い

甘みを強く感じることができるのです。

ヘタ
色

せっかくのイチゴ狩りなら、より美味しいイチゴを味わいたいですよね。その
ためにはまずイチゴ全体が真っ赤に色づいているものを選びましょう。色が薄

く、
ヘタの近くが白いものはまだ食べごろではないので採らないように。
そして、
収穫した実は尖った部分からではなく、ヘタを取り頭の部分から食べましょう。

イチゴは尖った部分のほうが一番甘みが強いので、最後に食べることによって、

イチゴを摘むときには、実を持って強く引っ張っては大元の

茎を痛めてしまうことがあるのでNGです。ヘタの上の茎を、

手のひらを実側に向けて人差し指と中指で挟みます。次に、

手の平を上に向ける要領でクイッとひねると簡単に実を採る

ことができます。

After Strawberry picking

甘いイチゴを存分に食べて満足した後は、ドラゴンファーム からほど近いお出かけスポットに足を延ばして見ませんか？
レッサーパンダの「風太」で有名になった動物園や自然の中で遊べるフィールドアスレチック、買い物が満喫できるショッピ
ングモールなど、近郊には遊びどころが盛りだくさん。休日をまるごと楽しめる人気おすすめスポットを紹介します。

写真提供：千葉市動物公園

かわいい立ち姿で有名になったレッサーパンダ「風太」で有名な動
物園。園内は、モンキーゾーン、小動物ゾーン、草原ゾーンなどの
７エリアに分かれており、子ども動物園では、子ども達が動物と直
接ふれあうことのできる親しみやすい動物たちが多数展示されてい
ます。放し飼いにされたヤギやヒツジ、色鮮やかなインコなども
間近に見られ、大人から子どもまで楽しめます。

DATA
千葉県千葉市若葉区源町 280 ☎ 043-252-1111
開園時間 9：30 〜 16：30（入園は 16：00 まで）
休園日：毎週水曜日（水曜日が休日にあたる時は翌日）
年末年始（12 月 29 日から 1 月 1 日）
入園料：大人（高校生以上）700 円／中学生以下 無料
https://www.city.chiba.jp/zoo/index.html

千葉県千葉市若葉区の「泉自然公園」内の豊かな自然
に囲まれて、 空 中 散 歩やフィールドアスレチックが楽
モップがヘッドから
少しはみ出し
壁際まで行き届く
設計

しめるフォレストアドベンチャー施設。アドベンチャー
コース、キャノピーコース、キッズコースと難易度の異
なる 3 つのコースがあるので、子どもから大人まで幅広
い年齢層の方が楽しめます。都心からも車で約 40 分、
好アクセスなのも魅力です。

DATA
千葉県千葉市若葉区野呂町 108 番地 泉自然公園内 ☎ 090-5535-1230 開園時間 9：00 〜 17：00（季節によって変動あり）
料金（事前予約制）アドベンチャーコース スタンダードプラン 3,600 円／アドベンチャーコース エキサイトプラン 4,800 円（小学 4
年生以上もしくは身長 140cm 以上、体重 130kg まで）／キャノピーコース 2,600 円（80 分間遊び放題）
（身長 110cm 以上、体重
130kg まで）／キッズコース 1,500 円（45 分間遊び放題）（身長 90cm 以上から小学 3 年生まで）など
詳細はホームページなどでご確認ください。 https://fa-chiba.foret-aventure.jp

JR 京葉線の海浜幕張駅南口より徒歩 1 分、アウトレット価格で
買い物が楽しめる「三井アウトレットパーク 幕張」。回遊性に
優れたオープンモールには、国内外の有名ファッションブラン
ドやセレクトショップをはじめ、人気スポーツブランドやアウト
ドアブランド、生活雑貨など取り揃えたショップなど、約 140
のショップが並びます。

DATA
メーカー希望小売価格：16,200 円（税込）

千葉県千葉市美浜区ひび野 2-6-1
☎ 043-212-8200
営業時間：ショップ 10：00 〜 20：00
レストラン 店舗により異なります。
https://mitsui-shopping-park.com/mop/makuhari/
伝統的な製法でつくられている江戸特産の江戸甘味噌を10 名様にプレゼント。

▶詳しくは13 ページをご覧ください。
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1508790
214
渋谷局承認

全国百貨店共通商品券

1045

10,000円分

差出有効期間
2019年12月
17日まで

東京都渋谷区
恵比寿南 3-7-4

（受取人）
株式会社 モリモトクオリティ
OM FiND 編集部

2 名様に

Dyson Pure Cool
テーブルファン
2 名様に

季節を問わず、空気清浄機やサーキュ
レーターとして使用でき、夏にスムーズ
な風を遠くまで送り出す扇風機として使
えます。

コードレス
回転モップクリーナー
Neo
1名様に

電動モップで家中ラクしてピッカピカ。
家中の水拭き掃除がを立ったままでき
るので、
とにかくラクに、
しっかり雑巾が
け掃除をすることが可能になります。
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e-メールでも応募できます
FAX からも応募できます

読者アンケート＆
プレゼントは

郵便ハガキでも応募できます。感想、リクエストをご記入のうえ裏面の宛先へご応募ください。

応募締切2019年5月15日（水）。ハガキは消印有効。

※ご希望の商品名の明記をくれぐれもお忘れなく。
ご応募の際には郵便番号、住所、マンション名、
氏名、
年齢、
『OM FiND』で取り上げてほしい記事、
vol.76 の感想を明記の上、ご応募ください。

のりしろ

読者アンケート＆プレゼント応募用紙
2. ご感想・リクエスト・お悩みなどご記入ください。

ⓐ、興味を持った記事の番号を○で囲んでください。複数回答可
1. 特集／イチゴ狩り 2. 便利な生活グッズ
4. 管理組合のしごと
7.MMQトピックス

5.Face to Face

8.ワンコイン収納

3. 洗濯の基本

6.マンションライフ Q&A
9. オススメ料理

ⓑ、取り上げてほしいテーマ番号を○で囲んでください。複数回答可
1.リフォーム

2. 収納

6. 防犯・防災
10. ペット

3. インテリア

7. 子育て

11 マネー

8. お掃除

4. 健康

5. 料理

9. レジャー

12. 管理組合活動

13. 大規模修繕

その他

差出し人様

商品

ご希望の商品番号を○で囲んでください

A. 商品券

フリガナ

B.Dyson Pure Cool

年齢 あてはまる年代を○で囲んでください
・20 代未満 ・20 代 ・30 代
・40 代
・50 代 ・60 代以上

お名前

都道
府県

〒
住

所

電話番号 （
15

C. コードレス回転モップクリーナー Neo

［

ご所有（お住まい）の
マンション名

）

あてはまる番号を○で囲んでください

1. 男性

市
郡

2. 女性
区
町

］

※お部屋番号までご記入ください。

-

2019 Spring
のりしろ

ハガキで応募の際はアンケート面が内側になるようハガキを半分に折りグレーの部分にのり付けの上、投函お願いします。
※

1.「OM FiND」の誌面について、ご感想、ご意見を
お聞かせ下さい。

大切な自宅の

売却は
“モリモト”
にお任せください。

住み替えたい

売却したい

相談したい

SPRING 2019 Vol.76

分譲主仲介による 7 つのお約束
『モリモトの仲介』では、モリモト新築物件の販売を経験した専任担当者がお客様の立場に立って不動産取引のお手伝いをさせていただいております。
作り手だからこそ知る物件の特長や、こだわりのデザインなど“ モリモト・テイスト＝付加価値 ”を次のオーナー様へ繋いで参ります。

1

正規仲介手数料 20％OFF
※モリモトオーナー様への特典

分譲会社の仲介部門だからこそ、お住み替えされるお客様を数多くサポート
してきたノウハウ・経験・実績がございます。売却にかかる費用で一番負担
がかかるのが仲介手数料です。お住まいになって頂いた入居者様だからこ
そ、感謝の意をこめて。

発行／株式会社モリモトクオリティ
編集／ OM FiND 編集部 〒150-0022

2

（※引渡し後1年間）
住宅設備保証サポート
（無料）

3

分譲時のアフターサービスを継承できます

4

ハウスクリーニング
サービス( 無料 )

5

会員数 30,000人以上の「モリモト友の会」
会員へピンポイントで訴求します。

ご購入されたマンションに付属している主要設備について、築年数問わず引渡し後に故障が発生した場合に一定期間対応するサービスです。

モリモトが仲介した物件限定特典として、次の買主様へ共有・専有部分のアフターサービス残存期間を継承することができます。通常は第三者に転売し
た場合には、その譲渡日までとなるアフターサービスですが当社が仲介する場合には、売主様・買主様の双方にメリットが生まれる特別サポートをご用
意しております。

6
7

自社ブランドの特徴を熟知した、
仲介専門のチームが担当します。
［買取サービス］
今直ぐにそして周囲に知られず、そんなご要望には、
モリモトの買取サービスがお応え致します。

東京都渋谷区恵比寿南 3-7-4

まずは、無料査定をご利用ください！
お電話による査定依頼

WEB、スマートフォンによる査定依頼

専用ダイヤルで、
①マンション名、
②お名前、
③ご連絡先をお伝えください。

検索サイトより当社 WEB サイトへ。
24時間受付中!!
無料査定ページからご連絡ください。

7 0120-624-200
受付時間／ AM10:00 ～ PM7:00（火･水曜定休）

モリモト中古

FAX による査定依頼
①マンション名、
②お名前、
③ご連絡先
24時間受付中!!
を記載の上、ご送付ください。

03-6368-8124

検索

TEL 03-5724-1310 e-mail :info@m-quality.co.jp

賃貸活用
モリモトクオリティの賃貸管理課にお任せください。オーナー様の大切な資産を賃貸マンションとしてお預かりし、入
居者募集から審査･契約、更新手続き、賃料の徴収、入居者への対応など、オーナー様に代わって行う「家主代行
システム」を実施します。オーナー様の煩雑な業務をトータルにサポートし、資産運用のお手伝いをいたします。
業務委託契約

オーナー

家賃支払い

（賃貸人）

1棟アパート･マンション
建物管理委託契約

お問い合わせは

モリモトクオリティ
（MMQ）

賃貸運営
コンサルティング業務
＋
マンション管理

入居者（契約･更新）
入居者への連絡

入居者

（賃借人）

家賃支払い

①空室時の賃料保証はございません。
②手数料
／新規募集時 : 業務委託費として賃料の 1ヶ月
＋代行手数料（※）／契約更新時 : 更新料 1ヶ
月分のうち 50％＋代行手数料（※）代行手数料
については契約時にご確認ください。
③建物管
理委託契約（建物一棟物件の場合のみ）／管理
員･清掃･設備点検･建築点検の各業務に分かれ
ます。
※費用は各業務で異なります。

http://www.m-quality.co.jp
tel.03-5724-1300

転勤等、長期不在の室内賃貸管理もモリモトクオリティ賃貸管理課へ

【受付時間 AM10:00 ～ PM6:00】
fax.03-5724-1388

