
平成２９年度ふるさと納税　応援メッセージ

1月31日
豊富町のアイスクリームが美味しかったので再度、申し込むことにしまし
た。

東京都

1月30日 将来を担う人材の育成に使って頂けるとありがたいです。 岐阜県

1月30日 豊富町を応援しています。 東京都

1月30日 魅力あるまちづくりを応援いたします。 奈良県

1月30日 楽しみにしてます。 岡山県

1月29日 少しですが北海道の産業に貢献出来れば幸いです。 神奈川県

1月29日 大変良い礼品です 神奈川県

1月27日 こってりした温泉いつか行きたいです 埼玉県

1月27日 北海道の1次産業を応援します。 少しですがお力になれれば幸いです。 神奈川県

1月26日
少しですが医療と福祉の充実にお役立てください。 家族もアトピー持ち
なので豊富温泉を訪れたいですね。

東京都

1月26日 初めて寄付いたします。今後も応援します。 東京都

1月25日
はじめてお世話になります。道北の湿原は美しいのでしょうね。いつか訪
れてみたい憧れの地です。

滋賀県

1月25日 少子化対策にお役立てください。 埼玉県

1月23日
酪農のお仕事は、仕事内容もさることながら、社会的・政治的な要因の影
響を受けることが多く、大変だと思います。 どうかお体には気をつけて頑
張ってください。

京都府

1月22日
豊富温泉にぜひ行ってみたいです。少しでもアトピーが良くなるとうれし
いです。

埼玉県

1月22日 とてもとても楽しみです。いつか現地に行ってみたいと思っています。 兵庫県

1月21日 楽しみにしています(^^) 広島県

1月20日
三年連続で、寄付させていただいております。一月の恒例行事です。  
一度いきたいですね。

東京都
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1月14日 雪や寒さが大変だと思いますが頑張って欲しい。 沖縄県

1月14日
自然災害に負けず頑張って下さい。いとこが脱サラをして北海道で牧場
を始めましたので、身近に感じています。

埼玉県

1月13日 子育てには大変お金がかかるので、支援します。 愛知県

1月9日 特産品にひかれました 栃木県

1月9日 豊富を応援してます。 東京都

1月8日 微力ですが、貴市の発展を応援します。 東京都

1月7日
昨年も豊富町に寄付させていただきました。カタラーナとっても美味し
かったです。

香川県

1月6日
いつかは訪ねたい場所です。 これからも豊富町の発展を心より願ってお
ります。

千葉県

1月5日
夏の北海道も素敵ですが、12月に行った雪の北海道も強く思い出に
残っています。 これからも素晴らしい自然を残しながらの観光のPRも頑
張って下さい！

埼玉県

1月5日 鹿肉のロースステーキ、今から届くのが楽しみです。 大阪府

1月5日
美味しいアイスクリーム、楽しみに待っています。 豊富町には夏に訪ね
てみたいと思います。

千葉県

12月31日 がんばってください！ 千葉県

12月31日 頑張ってください。 東京都

12月31日 応援しています。 東京都

12月31日
豊臣温泉にはいつもお世話になっています。今後もよろしくお願いしま
す。

埼玉県

12月31日 素敵な街づくり頑張ってください！！ 福岡県

12月31日 北海道大好きです！ 兵庫県

12月31日 楽しみにしています！ 静岡県

12月31日 美味しい鹿肉をこれからも提供してください 東京都
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12月31日
自然環境保護に関心があり、お礼の品よりもその目的に使われる自治体
を選んでふるさと納税をしています。目的の通りに使われることを期待し
ています。

埼玉県

12月31日 北海道の大自然を守りたい。 東京都

12月31日 豊かな自然を活かした産業で町が発展しますよう応援しています。 広島県

12月31日
去年の春に旅行で訪れました。北海道らしいのんびりした風景と牧場、
サロベツ原野、向こうに見える利尻・礼文に感動しました。また、ぜひ訪
れたいです。人口が減って大変かもしれませんが、頑張ってください。

静岡県

12月31日 これからも頑張ってください 大阪府

12月31日 地域産業の発展にお役立て下さい 千葉県

12月31日 頑張ってください。 北海道

12月31日 温泉振興を応援しています。 埼玉県

12月31日 子供の笑い声の溢れる町となりますように 福岡県

12月31日 日本の酪農は頑張ってほしいと思います。 埼玉県

12月31日
ぜひ、豊富町の子供・若者たちが、その街で自立できるような街づくりを
期待しています！

東京都

12月31日 北海道の乳製品は格別ですね。 がんばってください。 東京都

12月31日 セイコーマートの牛乳、よく飲んでいます！ 茨城県

12月31日
北海道は好きな場所です。これからも自然豊かな町でいてください。寒
い季節は雪で大変ですが、みなさん頑張ってください。

和歌山県

12月31日
学生のこと貴町のYHに泊まったことがあります。 まだ健在なのでしょう
か？？

大分県

12月31日 学生のころそちらの温泉に入ったことがあります。 大分県

12月31日 アイスたのしみです  応援させてください 広島県

12月31日 頑張って下さい。応援してます。 滋賀県
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12月31日 北海道頑張ってください！ 東京都

12月31日
15年くらい前に、一度お伺いしました。豊富駅前から、レンタサイクルで
稚咲内まで走り切った風景は今でも覚えています。なかなか行けなく
なっておりますがまたあの景色を見たいですね。

大阪府

12月31日 地域振興のため有効にご活用いただきたく思います。 神奈川県

12月31日 頑張ってください 大阪府

12月31日
以前に一度訪れたことがあり、酪農の盛んなのどかな良い町だと思いま
した。 乳製品だけでなくエゾシカ肉も広く認知され、地域の産業の一つ
になればいいなと応援しています。

愛知県

12月31日
地域の特色を生かして振興を頑張っているので応援したいと思いまし
た。 鹿肉楽しみです。

千葉県

12月31日 楽しみにしております！寄付がお役に立てれば嬉しいです！ 東京都

12月31日 バニラアイスが大好きです。 東京都

12月31日 頑張って下さい。 千葉県

12月31日
毎年夏休みには、子供を連れて北海道を旅行しています。美味しい地
域資源を活用して地域活性化に役立てていただきたいです。

東京都

12月31日 毎年北海道に旅行に行っています。頑張って下さい！ 神奈川県

12月31日 寒い時期ですが、お体に気をつけて頑張ってください。 静岡県

12月31日
酪農やその周辺の教育によって若い方々の移住や事業承継が進むこと
を期待しております。

東京都

12月31日
毎年自転車旅行で稚咲内休憩所トイレ利用しています。レストハウス砂
丘林での食事休憩も助かります。

愛知県

12月31日
初めてのふるさと納税です。 アトピー性皮膚炎でこちらの温泉のことは
知っていたので是非こちらに納税しようと思いました。なかなか行かれな
いので温泉水を自宅で使えるのはありがたいです。

神奈川県

12月31日 がんばってください 埼玉県

12月31日 これからを担う子供たちのためにクリーンな政策をお願いします。 岐阜県

12月31日 豊富町を応援します 広島県

4 / 25 ページ



12月31日 子供達の教育環境の向上に役立てて下さい。 愛知県

12月31日
豊富町、これからも頑張ってください！ 東京でももっと簡単に色々と入手
できるようになったら沢山買いたいです。

東京都

12月31日 北海道最北端の地から、地域振興の花火を上げてください。 大阪府

12月31日
以前豊富温泉に伺いました。 とても良かったです。 少ないですが町の
お役に立てて頂ければと思います。

神奈川県

12月31日 地域活動を応援しています。 千葉県

12月31日 土地を守ってください！ 東京都

12月31日 美味しい、とよとみ牛乳、これからも頑張ってください。 東京都

12月31日 元北海道民として、町の発展を心からお祈りします！ 東京都

12月31日 アイスは本当に美味しくいただいています。 応援しています！ 奈良県

12月31日
夏に北海道へ旅行しました。 食べ物も美味しく自然豊かな北の大地。 
住んでる人達が住みやすい街作りをしていだけたらと思います。

神奈川県

12月31日
北海道はまだ行ったことがないので、まずは食で楽しみます。少しでもお
役に立てれば幸いです。応援しています。

愛知県

12月31日 いつまでも美味しいアイスクリームを作り続けてください。 岡山県

12月31日 豊富温泉はいつまでも続いて欲しいです。 埼玉県

12月31日
この度はありがとうございます。少しですがお役に立てれば幸いです。お
品楽しみにお待ちしてます。

兵庫県

12月31日
豊富温泉がもっと活性化しますように 健康促進関連の事業がもっと活性
化しますように

神奈川県

12月31日
北海道は何度か行ったことがありますが、北の方までは行ったことがあり
ません。ぜひ1度、訪れてみたいです。応援しています。

千葉県

12月31日
サロベツ牛乳、大変飲みやすいので、店頭に並んだ時は必ず購入して
います。

茨城県

12月31日 みなさんのコメントを拝見し是非行ってみたいと思います。 東京都

12月31日 少ないですが、お役立てください。 神奈川県

5 / 25 ページ



12月31日
雄大な自然の景観が保たれることを願って寄付しました。 豊富町の益々
のご発展をお祈り申し上げます。

神奈川県

12月31日
港区の「みなとパーク芝浦」に出展されているときに知って気になってい
ました。頑張ってください！

東京都

12月31日 油っぽい豊富温泉は大好きです。 神奈川県

12月31日
豊富町のアイスへのコメントを読んで、どんなに美味しいのかと、ワクワク
しながら待ってます。

兵庫県

12月31日
今年家族で旅行しました。 北海道の豊さに癒やされました。 また行きた
いので、少しでもその良さを保っていただきたく、ふるさと納税いたしま
す。

埼玉県

12月31日 去年はプリン、今年はアイスをお願いします。 三重県

12月31日
旅行で2度行きましたが、豊富温泉とアイスクリームが大変よかったです。 
また行きたいと思っています。

神奈川県

12月30日 心から応援しています。 山形県

12月30日
この夏、豊富温泉に行きました。牛もたくさんいて、のどかな風景が広
がっていました。とてもいい温泉でしたので、また行きたいです。

東京都

12月30日 豊富町一度旅して見たいと思ってます。子供達の為にお使いください。 東京都

12月30日 微力ながら応援しています。」 山口県

12月30日 応援しています。頑張ってください。 千葉県

12月30日
今回初めてふるさと納税させていただきました。アイスクリームが届くのが
楽しみです。

埼玉県

12月30日 町の活性化に頑張ってください！ 大阪府

12月30日
今年の夏の終わりに北海道に旅行に行き、 宗谷本線に乗りました。 車
窓からの自然の景色、とても 良かったです。 また、行きたいです。 おい
しい牛乳を作ってくださいね！

神奈川県

12月30日

レティエさんに夏に伺って、美味しいジェラートに感激しました。チーズも
美味しかったです。 豊富温泉川島旅館に泊まって、レティエに行って、
フェルムでランチして…子ども遊ばせるスペースが湯の森ぼっけにもあっ
たり、お会いする方みんなあたたかくて、ステキな町ですね。

埼玉県

12月30日
豊富温泉で大変お世話になりました。 またサロベツの風景を見たいので
遊びに行こうと思います。

静岡県

12月30日 応援しています。 千葉県
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12月30日 アイスクリーム楽しみです。 神奈川県

12月30日 頑張ってください。応援しています。 東京都

12月30日 豊富町のこれからの発展を祈っております。 北海道

12月30日 役立てて下さい！ 東京都

12月30日 良い街になりますように！！ 東京都

12月30日 頑張ってください！応援してます！ 東京都

12月29日 応援しております 兵庫県

12月29日 魅力ある地域になりますよう頑張ってください。 兵庫県

12月29日
東京で生まれてすぐに父の転勤で、北海道に6年間住んでいたことがあ
ります。北海道の素晴らしい自然環境で育ったからこそ、健康に成長した
と思っています。これからも貴重な環境を守ってください。

東京都

12月29日
アイスクリームをおいしくいただいています。 豊かな自然をまもりつづけ
てください。

千葉県

12月29日
再生可能エネルギー推進や、電気自動車充電スポット設置に使ってくだ
さい。

北海道

12月29日
夫が豊富温泉にお世話になっています。これからもよろしくお願いしま
す。

東京都

12月29日 少ない金額ですが、公金ですので大切に使ってください。 東京都

12月29日
昨年も寄付し、アイスクリームの美味しさが忘れられず、年末ぎりぎりです
が、手続きさせていただきました。 大好きな北海道で、この産業が絶える
ことのないよう美味しい地場産業の発展を期待しています。

愛知県

12月29日 頑張ってください。 群馬県

12月29日 自然を守って地域活性をにお使いください 千葉県

12月29日 牛が大好きです。育ててる方も尊敬してます。がんばってください。 東京都

12月29日 今後とも頑張ってください。 兵庫県
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12月29日 最北の皆さんを応援しています。 奈良県

12月29日

今回初めてふるさと納税をやってみることにしました。  元々牛乳が好き
ですが、HPの牧場の写真を見てこんな素敵なところで育てられた牛から
でたミルクはさぞかし美味しいだろうと！  今回豊富町さんに寄付させて
いただきます。 美味しいソフトクリームを期待しております。

東京都

12月29日 この冬も寒さに負けず乗り切ってください！ 東京都

12月29日
正直、ふるさと納税で初めて知った自治体ですが、クチコミを見て納税す
ることにしました。是非、極寒に負けることなく頑張ってください。

東京都

12月29日 いつか温泉入りに行きます。よろしくお願いいたします。 東京都

12月29日 良い温泉の町 東京都

12月29日 改廃にも通用する特産品や観光地を発展させてください！ 東京都

12月29日 酪農は日本の宝です。頑張ってください！！ 千葉県

12月29日
豊かな自然を守っておいしいものをたくさん作ってください。応援してい
ます。

神奈川県

12月28日
ふるさと納税のおかげで初めて豊富町を知りました。とっても素敵な場所
のようなので、もっとその魅力を広く伝えていただきたいです。

東京都

12月28日 以前行ったことがあります いろいろ大変でしょうが、頑張ってください 滋賀県

12月28日 おいしい鹿肉の普及お願いします 岩手県

12月28日
とても美味しそうなアイスで楽しみです。 自然の恵みを感じつつ味わい
たいと思います。

神奈川県

12月28日 北海道の活力に少しでも協力出来たら嬉しいと思います。 広島県

12月28日
初めて寄付させていただきます。アイスクリームで、豊富町のことを知りま
した。応援したいと思います。アイスクリーム、楽しみにしています。

鹿児島県

12月28日 北海道大好きです！ 神奈川県

12月28日
アトピーの家族がいますので、温泉水を使ってみたいと思っています。連
日の寒波と伝えられていますが皆さまも、お身体お大事になさってくださ
い。

愛知県

12月27日
アトピー対策の返礼品を設定して下さったことに感謝しています。どうもあ
りがとうございます。

大阪府
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12月27日
テレビなどで酪農の大変さをよく聞きます。日本の酪農が無くなってしま
わないように酪農家の方々を応援したいです！

愛知県

12月27日 素敵な町にしてください！ 大阪府

12月27日 憧れの土地です。 ２年以内に、旅行に行きます。 東京都

12月27日
北海道最北端で、無添加のアイスクリームに感動しました. いつか、遊び
に行きたいです。  町の繁栄を応援いたします。  2年以内に旅行に行く
予定です。

東京都

12月27日 遊びに行きたいから（妻と一緒に） 千葉県

12月27日 温泉もスイーツも最高ですね。 北海道

12月27日 子供達の為によりよい町作りを頑張ってください！ 千葉県

12月27日
若い人が将来設計が描けるような素敵な町になりますようにますます頑
張ってください。

大阪府

12月27日 これからも安全な食材を供給してください。 北海道

12月27日

現在、東京に単身赴任していますが、セイコーマートでよくヨーグルトなど
を買っていました。あの美味しさが忘れられません。今回申し込みしまし
たアイスが届くのが楽しみです。ふるさと納税が長く続き、この美味しさが
ひとりでも多くの方に届けられますように、陰ながら応援します。

北海道

12月27日
コストコでサロベツ牛を知りました。とっても美味しいですね。ぜひとも新
潟におろしてください。お願いします

新潟県

12月27日 鹿肉は販路開拓など大変だとおもいますが、頑張ってください 愛知県

12月27日 豊富町振興に頑張って下さい 福岡県

12月27日 北海道出身の身です。町の発展を期待しております。 愛知県

12月27日
冬の北海道を知りませんし まだ豊富町には行った事がないけれど 応援
してます!!

大阪府

12月27日 温泉の継続的な運営を応援します 東京都

12月27日 地域振興にご活用ください。 兵庫県

12月27日 頑張ってください。 東京都
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12月27日 石油の匂いがする温泉に入りました。 大分県

12月27日 地域に貢献できれば幸いです 三重県

12月27日
シカ肉カレーがおいしかったのでほかのシカ肉の返礼品をお願いしまし
た。楽しみにしています。

東京都

12月27日 これからも美味しい特産物を期待しています！ 福岡県

12月26日 豊富町のますますのご発展をお祈り申し上げます。 東京都

12月26日 おいしく安全な商品をありがとうございます。 頑張ってください。 北海道

12月26日 お身体に気を付けて、頑張ってください。 東京都

12月26日
豊富町のアイスは最高に美味しいです。この美味しさを未来永劫守って
ください。

東京都

12月26日 美味しい乳製品のまちとして更に発展してください。 東京都

12月26日

今年の夏に子供２人と妻が3週間ほどアトピー治療で滞在してまして、私
も3日ほど滞在しました。夏祭りも開催されているタイミングでとても楽し
かったです。子供たちも3週間の日中のほとんどをふれあいセンターで過
ごしていました。家族皆が第二の故郷のような感覚でとても応援しており
ます。また必ず再訪します！

三重県

12月26日
アトピーなので、こちらを利用でき大変助かっています。仕事の都合をつ
け、いつか直接訪問したいです。

東京都

12月26日 頑張ってください！ いつか訪れてみたいと思っています。 福岡県

12月26日
北海道の荒天の情報が入ってきています。厳しい自然と向き合う生活を
応援致します。

東京都

12月26日 北海道の酪農を応援しています！ 埼玉県

12月26日 美味しいアイスを楽しみにしています。 愛知県

12月26日 応援しています！ 滋賀県

12月26日 頑張ってください！ 神奈川県

12月26日 安心して子供を育てられる地域づくりを続けてください 大阪府
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12月26日
お礼の品が素晴らしく、毎年ふるさと納税しています。応援しています。
北海道の北部は行ったことがなく、いつか訪れてみたいです。

愛知県

12月26日
サロベツ原野と豊富温泉にお世話になってます シマアオジの復活を
願っています

北海道

12月26日
うちの近くのスーパーでこちらの牛乳があるので、見つけると買って飲ん
でます。美味しい。

栃木県

12月26日
いつかそちらの温泉に行ってみたいです。 ふるさとチョイスcafeで豊富町
のことを知りました。 微力ではありますが応援させていただきます。頑
張ってください！

東京都

12月26日
アトピーなので、こちらを利用でき大変助かっています。仕事の都合をつ
け、いつか直接訪問したいです。

東京都

12月26日 がんばってください！ 東京都

12月26日 湯治や治療のために活用してください 東京都

12月26日
無添加というところに惹かれました。 安全安心で美味しい食べ物を今後
ともお願い致します。

神奈川県

12月26日 今年もお願い致します 広島県

12月26日 ふるさと振興にお役立てください。 東京都

12月26日 頑張ってください！ 東京都

12月26日 これからも応援させてください。 東京都

12月26日
20年前に一人旅で訪れて以来、大好きな所です。ここ数年、豊富町を訪
れていませんが、温泉街だけでなく、町が少しでも活気づいてほしいと
思っています。 ずっと応援してます！

三重県

12月25日 悩んでるアトピーの人達の力になってください！ 埼玉県

12月25日 厳しい気候ですが頑張ってください。 熊本県

12月25日 寒波に負けるな 奈良県

12月25日 地域農業の振興を応援します。 大阪府

12月25日
豊富駅で食べたカタラーナに感動して、豊富町にふるさと納税することに
決めました！

神奈川県

12月25日 北海道、応援しています！ 東京都
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12月25日 頑張って下さい。 東京都

12月25日
名古屋市中村区・豊臣（とよとみ）学区からです。定期便楽しみにしてい
ます。

愛知県

12月25日 鳥の憩いの場であり続けてください。いつか行ってみたいです。 埼玉県

12月25日 微力ながら応援します。 埼玉県

12月25日 メロンおいしそうです！頑張ってください！ 三重県

12月24日
昨年夏に豊富温泉を訪れました。秘湯のような雰囲気が素敵でした。
広々した大自然も印象的でした。

兵庫県

12月24日 えぞ鹿の有効利用に貢献したい 青森県

12月24日 美味しい牛乳をありがとうございます。 京都府

12月24日
お墓が姫路市豊富町にあるので、親近感から応援しようと思いました。そ
んな動機で申し訳ありません。

大阪府

12月24日 応援しております 東京都

12月24日 応援しています。 特産品のファンです！！ 兵庫県

12月24日 豊富町へ、いつか訪れてみたいです。 東京都

12月24日 住民の為に役立てて下さい。 静岡県

12月24日
昨年も利用しました。 とても美味しかったのでまた購入させていただきま
す。

北海道

12月24日

昨年北海道に旅行しました。 広大な自然と海の幸、山の幸に大満足しま
した。 一番その美味しさに感動したのはジンギスカン！ ちょくちょく旅行
には行けないので、ジンギスカンが届くのを楽しみにしています。 ふるさ
と納税が少しでもお役に立てば幸いです。

東京都

12月24日 リピートです　美味しいアイスクリームありがとうございました 愛知県

12月24日 応援しております。 東京都

12月24日
旅行で豊富温泉に行きました。 素晴らしい温泉でしたのでぜひ豊富町
を応援させていただきたく今回寄付をします。

神奈川県
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12月24日 アイスクリームが美味しいので寄付させていただきます。 東京都

12月24日 頑張ってください。 東京都

12月24日 地方の高齢化社会に対応する福祉施設の充実化を 千葉県

12月23日
名前は知っているもののまだ豊富町へは行ったことがありません。北海道
出身民として応援させて頂きます。豊富のチーズは東京ではなかなか買
う場所がないと思いますのでとても楽しみです。

東京都

12月23日 この寄付が地域振興に少しでも役に立つことを願っております。 岐阜県

12月23日 酪農を守ってください 大阪府

12月23日 北の大地でよい製品を自然豊かな地で作り続けてください。 山梨県

12月23日 おいしいもの作るのがんばってください！ 東京都

12月23日 頑張ってください。 神奈川県

12月23日 以前も寄付させていただきました。今回もよろしくお願いいたします。 埼玉県

12月23日
ふるさと納税制度を利用している友達から、肌がすべすべなったよ！と
勧められました。 今から届くのが楽しみです！

大阪府

12月23日
とてもおいしそうなアイスクリームで、1歳8か月の息子にも食べさせてあげ
たくなりました。

大阪府

12月23日 企業誘致をして頑張って下さい。 埼玉県

12月23日 北海道の酪農を応援しています。 京都府

12月23日 楽しみに待っています 愛知県

12月23日
昔、羽幌線に乗って訪れたことがあります。いつかまたゆっくりと時間をか
けて観光したいと思っております。

埼玉県

12月23日 北海道の素晴らしい自然を守ってください。 山梨県

12月23日 おいしいチーズ待っています。 東京都

12月23日 一度旅行で訪れてみたいです♪ 兵庫県
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12月22日 美味しいものをありがとうございます。 東京都

12月22日
アトピーで豊富温泉をしり、ふるさと納税の一覧から発見しました^^ どうぞ
よろしくお願い致します！

埼玉県

12月22日 がんばれ豊富町！ 千葉県より応援してます。 千葉県

12月22日 まだ見ぬ御地、陰ながら応援します。 長野県

12月22日
昨年初めて豊富町、ソフトクリーム申し込みました。家族で取り合うほどの
美味しさでした。今年も楽しみにしています。

三重県

12月22日 応援しています。 広島県

12月22日 恵まれた自然環境を大切にしてください 福岡県

12月21日 豊富温泉大好きです。 埼玉県

12月21日
毎年お伺いしております！  微力でお恥ずかしいで額ですが、素晴らし
い自然環境を守るためにお使いください！

埼玉県

12月21日
豊富町サロベツ原野は妻がお世話になっており、私と妻との出会いの地
でもあります。そんな豊富町に恩返しがしたくてふるさと納税をさせてい
ただきました。 頑張ってください！

東京都

12月21日 次代を担う若い人たちの育成に励んでいただくことを切に希望します。 福岡県

12月21日 地方自治体頑張れ 埼玉県

12月21日 わずかですが応援させていただきます。 東京都

12月21日 元気な子供さんを応援します。 大阪府

12月20日 豊富温泉の振興にお役立て下さい。 北海道

12月20日 美味しそうなチーズ  アイスクリーム 酪農がんばってください。 神奈川県

12月20日
昨年、アイスを食べてとてもおいしかったんです！マイベストアイスで
す！今年はソフトクリームバージョンにしました♫

兵庫県

12月20日
少しではありますが町の発展に役立ててください。いつか温泉に行きま
す。

神奈川県

12月19日
自転車旅行で行きました。懐かしいです。応援しています。頑張って下さ
い。

福岡県
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12月19日
アトピーに良い温泉がある聞き、気になってました。 行きたいなと思いま
すが、遠いので、何か力になればと思い、寄付します。 日本を支える酪
農も応援してます。

愛知県

12月19日 星空の動画を見て応援したくなりました。 とても素敵で感動しました。 千葉県

12月19日
豊富温泉大好きです。 これからも頑張ってください。 稚内空港からバス
で行けるといいのですが。。

千葉県

12月19日
北海道は江差で育ちました。 北海道というだけで、応援したくなります！ 
ミルクが濃いソフトクリームが大好きなので、ぜひ食べてみたいです。

東京都

12月19日
地域の活性化が日本の未来に繋がります。子供たちの未来のために頑
張ってください！

愛知県

12月19日 美しい自然を大切に守って下さい、応援します。 大阪府

12月19日 応援しています。頑張って下さい。 三重県

12月19日
あの星空と広大な牧場！ぜひ行って実際に見てみたいです。 でもなか
なか簡単には行けないので、まずはアイスで豊富町を感じたいです！

千葉県

12月19日
美味しいと評判のアイスクリーム楽しみにしてます。 九州からは遠いけど
一度訪れてみたいと思っています。 豊富町のご発展を心よりお祈り申し
上げます。

福岡県

12月19日 こどもに優しい街づくりをお願いします。 兵庫県

12月19日
何度も湯治で訪れていますが、まちのみなさんは温かく自然も豊かで、
いつも温泉だけではない癒し効果をたくさんもらっています。 今後も豊
富温泉と町の発展を願っています。

奈良県

12月19日 工藤町長を応援しています。頑張って下さい。 東京都

12月19日 同じ北海道民として、北海道の酪農等の産業を応援しています。 北海道

12月19日 応援しています。 東京都

12月18日 日本の農業を支えてください。応援しています。 愛知県

12月18日
昨年寄付してから今年も寄付することに決めました。温泉が最高です。
実際に行ってみたいです。

東京都

12月18日
何年も悩んでいたアトピーが治り 温泉と豊富町の人々に救われました。 
また何度でも行きたいです。

東京都

12月18日 一番北に有る、温泉町として発展してほしい。 埼玉県

12月18日 微力ながら応援しております。 頑張ってください。 愛媛県
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12月18日 安心して住みやすい街づくりに期待します。 三重県

12月18日
今年の旅行で訪問しまして親切にして頂きました。稚咲内の海岸も楽し
めました。

兵庫県

12月18日 美味しいハムやベーコンを楽しみにしてます！ 東京都

12月18日
皆さんのメッセージをみて、初めてのふるさと納税は豊富町にしました！
アイスが好きなので楽しみにしています！これからも頑張ってください

千葉県

12月18日 豊富温泉には強烈な印象として残っています、あと１度行きたい町です。 東京都

12月18日 個性ある地場産業の振興に期待しています！頑張って下さい！ 山梨県

12月18日 北海道は大好きな場所です。これからも応援します。 東京都

12月17日 とても素敵なところなようでいつか家族で遊びに行きたいです。 神奈川県

12月17日
子供の頃からアトピーに悩んでいるのでいつか温泉を訪れてみたいと思
います

愛知県

12月17日
初めて申込み致します。子どもたちと一緒に非常に楽しみにしておりま
すので、宜しくお願い致します。

東京都

12月17日
まだお伺いをしたことがないのですが、来年は訪問したいと思っておりま
す。

東京都

12月17日 素敵な町づくり目指して頑張ってください。 静岡県

12月17日 地場産業の振興に頑張ってください。ささやかながら恩円しています。 神奈川県

12月17日

アトピーでお世話になり、それ以来ふるさと納税で応援させてもらってい
ます。ふれあいセンターが温泉利用型健康増進施設に認定たとのこと、
素晴らしいです。豊富温泉はアトピーや乾癬の人にとって最後の砦です
ので、今後も頑張ってください。

広島県

12月17日
サロベツ原野は日本の、地球の宝ではないでしょうか。 ぜひ、生態系とと
もの保全していただきたいと思います。

東京都

12月17日 全国の皮膚病に悩む人たちの力になってください。 宮城県

12月17日 地域の豊かな自然の保護、発展のため、頑張って下さい！ 東京都

12月17日
かつて、牛乳風呂に入りました。このときに、ホテルの方にとても親切にし
ていただき、感謝いたしております。

福岡県
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12月17日

はじめて「ふるさと納税」します。 もう40年近く前、学生時代に列車で知り
合った牧場主の方に、サロベツの牧場に一夜泊めていただきました。出
産したばかりの牛の母乳が、お豆腐のように固まって濃厚なのを初めて
知りました。格別の味だったのを懐かしく思い出します。 ほんの少しです
が、このお金が豊富町のために少しでもお役に立てたら、うれしいです。

京都府

12月17日
機会あれば、一度は訪れたいです。 地元の皆さま、頑張ってくださ
い！！

香川県

12月17日 より良い町づくりよろしくお願いします。 岐阜県

12月17日 頑張ってください． 東京都

12月17日 豊富町の自然を守っていつまでも美味しい牛乳を作ってください。 神奈川県

12月17日
今回、ふるさと納税ではじめて豊富町を知りました。見ていると魅力的な
特産品がたくさんあり、とても素敵な町だと感じました。今回初めてのふる
さと納税ですが、今後も豊富町さんを応援させて頂きたいと思います！

広島県

12月17日 枠の問題があるのですが、美味しかったら来年も頼んでみたいです。 大阪府

12月17日 豊富町は温泉が有名と聞きます。お風呂でアイスいいなあ。 長野県

12月16日 頑張ってください！ 愛知県

12月16日
豊富温泉に昨年訪れました。あの独特な温泉を今でも忘れられません。
またゆっくり豊富に旅行に行きたいです。

千葉県

12月16日 遊びに行きたいです！ 宮城県

12月16日 わずかですが町の環境整備に役立ててください。 北海道

12月16日 応援しています。 東京都

12月16日 北海道頑張ってください･ 東京都

12月16日
豊富町には以前訪れる機会があり、温泉、食べ物、風景、そして町の
人々の温かさ、いろんな良さに触れることができました。これからも訪れる
人を幸せにしてくれる町であり続けて下さい！応援してます！

埼玉県

12月16日
サロベツ原野をテレビで見ました。保全していくのは大変だと思います
が、次世代に残したい素晴らしさですね。九州の人間からは冬の北国の
暮らしの厳しさは想像できませんが、ぜひ訪ねてみたいです。

熊本県

12月16日 美味しいアイスクリーム 期待しています！ 千葉県
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12月16日
私も北海道出身ですので、豊富町の発展に少しでも役立てていただけま
したらうれしいです。

神奈川県

12月16日 頑張ってください！ 千葉県

12月16日 北海道を応援しています。 香川県

12月15日
乳製品がとてもおいしい町なので、これからもよい製品を期待しておりま
す。頑張ってください。

北海道

12月15日 さくねん、カタラーナがとってもおいしかったので。 埼玉県

12月15日 今年観光でうかがいました。頑張ってください。 東京都

12月15日 チョイスカフェから申し込みました。 東京都

12月15日 頑張って下さい！ 福岡県

12月15日 益々のご発展を祈念しております 千葉県

12月14日

北海道が大好きで、バイクや車でのキャンプ旅で何度となく訪れていま
す。 初めて豊富温泉に入ったのは２０年以上前、おどろきの湯（油？）で
した。 ささやかながらふるさと納税をさせてもらいますので、私のような旅
人を迎え入れる暖かい町を作っていってください。

岐阜県

12月14日
はじめてふるさと納税制度を利用します。豊富町さんの、活性化につな
がるとうれしいです。また、ジンギスカンや、バター、アイスクリーム、家族
でたのしみにしていますね！

埼玉県

12月14日 地域産業振興の為応援します。 福岡県

12月14日 これからも美味しいもの、よろしくお願いします‼･ 滋賀県

12月14日 より良い街づくりを応援しています 東京都

12月14日
北海道は何度も行きましたが、豊富町にはまだ行ったことがありません。 
大自然の中で子供と一緒にソフトクリームを食べてみたいです。 応援し
ています！！

東京都

12月14日
数年前札幌雪まつりでジンギスカン料理を食べてその旨さが忘れられ
ず、応募しました。豊富町の益々のご発展を祈念します。

長野県

12月14日 豊富町。良い名前ですね。 そのようになりますように❤･ 群馬県

12月14日 豊富町の発展を応援しています。 京都府
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12月14日 豊富温泉またいきたいです。 東京都

12月14日
私は 6年間 北海道にいました。 第2のふるさとだと思ってます。 厳しい
冬に負けず いつまでも 美味しいジンギスカンを 作って下さい。

京都府

12月14日 前回も美味しくいただいて、二度目の寄付です。楽しみにしています。 東京都

12月13日 自然豊かな豊富町で育ったミルクソフトクリーム楽しみです 東京都

12月13日 よい町作りに役立ててください 東京都

12月13日 豊富町旅行で行きました。また行きたいです。 神奈川県

12月13日
日本最北端での酪農は大変だと思いますが、国産の牛乳は安心です。
頑張ってください！

大阪府

12月13日
豊富町、初めて寄付します。 応援メッセージを読んでアイスを食べたくな
りました。 楽しみに待っています。

滋賀県

12月13日 がんばってください 岐阜県

12月13日 美味しいものがたくさんの豊富町応援してます！ 福岡県

12月13日 少子化対策に期待してます！ 新潟県

12月13日 頑張ってください！ 大阪府

12月12日 少しでも役立てば幸いです。 兵庫県

12月12日 楽しみにしています。 東京都

12月12日 応援しています。 静岡県

12月12日 子どもの教育に使って下さい。 茨城県

12月12日 少子化対策、子育て支援事業など頑張ってください！ 埼玉県

12月12日 父が妹背牛町生まれなので北海道を応援したかった！ 神奈川県

12月12日 応援しています。頑張ってください 岐阜県
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12月12日
まだ　行ったことがありませんが、 来夏北海道に行くときには、計画して
みようかな と考えています。

大阪府

12月12日
湯治で8年通っています。 ようやく肌がよくなり、元気になりました。 豊富
温泉には感謝しています。  アトピーがよくなるきっかけでもあった、ふれ
あいセンターでのヨガのクラスを、是非再開してください！！

東京都

12月12日
私の家内の甥の子供が豊臣町で酪農を始めました。厳しい環境でのス
タートですが町の皆様からいろいろお世話になることも多いと思います。
少しばかりですが応援できればと寄付させて頂きます。

宮城県

12月12日 来年、北海道一周を計画中です。 是非伺ってみたいと思います。 長野県

12月12日
まだ行ったことがないのですが、 次に北海道に行くことがあったら足を延
ばしてみたいです。

東京都

12月12日
今年一度いただいて、とても品物が良かったので、再度お願いすること
にしました。過疎が進んで大変だと思いますが、応援しています。

愛媛県

12月11日
微力ながら　雄大で、自然豊かな北海道を守る一助になれたらと思いま
す。

兵庫県

12月11日 元気な子供達が、沢山増えますように！ 茨城県

12月11日 応援しています。 広島県

12月11日 北海道の素晴らしい自然をいつまでも大切に守っていってください。 神奈川県

12月11日 地域の環境保全に役立てて頂ければ幸いです。 東京都

12月11日
世間ではふるさと納税批判者もいますが、応援しています！地方ならで
はの特色を生かして財源を確保していくべきだと思います。ぜひ頑張っ
てください！

愛知県

12月11日 豊富温泉サイコーでした また行きたいです なかなか遠いけど・・・ 宮崎県

12月11日
初めて寄付します。 北海道は最近毎年訪れています。 また機会があれ
ば、遊びに行きたいと思います。

大阪府

12月11日
お礼の品から探して、初めて豊富町の名前を知ることになりました。 とは
いえ、町のために（人の暮らしや地域の環境等）寄付金を使ってくださ
い。  頑張ってください。

東京都

12月11日
おいしい謝礼品ありがとうございます！豊富町の発展をお祈りいたしま
す。

愛知県

12月11日 北海道大好き！ 埼玉県

12月11日
豊富温泉のクリームのおかげで乾癬が随分とよくなりました。これからもい
い製品を作っていってください。

北海道

12月11日 美味しかったら毎年させて頂きます 大阪府
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12月11日 頑張ってください。 愛知県

12月11日
豊富温泉での湯治では優しい豊富町の方々にお世話になりました。お
かげ様で元気に働くことができるようになりました。アトピーに悩む方が豊
富温泉と出会うことができるように応援しています。

北海道

12月11日 暫く行けてませんがまた立ち寄りたいです。 東京都

12月11日
星空が美しくいつか訪れたい場所になりました。 少額ではありますが、お
役立ていただけると幸いです。

埼玉県

12月11日 素敵な街でした さらなる繁栄を心からお祈りしております 東京都

12月10日 美味しい物作って下さい。 神奈川県

12月10日 素晴らしいサロベツ原野を守ってください 愛知県

12月10日
豊富町の発展のお手伝いになれば嬉しいです。 ジンギスカン大好きな
ので、これからもよろしくお願いします。

千葉県

12月10日 サロベツ原野は素晴らしいです！ 長野県

12月10日 応援させていただきます。 茨城県

12月10日 豊かな自然環境の保全を応援します。 大阪府

12月10日 訪れたく思います 茨城県

12月10日 テレビ見ました 茨城県

12月10日
テレビで見て寄付を決めました。 レビューを見てると皮膚病に効く温泉
が 有るのも知りました。いつか行けたらいいな と思います。ご発展をお
祈りいたします。

熊本県

12月10日 微力ながら応援しております。 東京都

12月10日
微力ですが、貴町の活性化に活用戴ければ嬉しいです。ご発展を期待
します

埼玉県

12月10日
北海道旅行の際に立ち寄れればと思っています。 有効に役立てて下さ
い。

兵庫県

12月10日 元気な町で居続けてください！ 東京都

12月10日
豊富温泉に行った時に、鹿肉ジンギスカンと行者ニンニクソーセージを
食べてとても美味しかったので、今回ふるさと納税で利用させていただく
こととしました。届くのが楽しみです。

大阪府
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12月10日 北海道、豊富町、頑張れ！ 神奈川県

12月10日
二度めの寄附です。 おいしい物をありがとうございます。  家族みんなで
応援しています！

神奈川県

12月10日
以前豊富温泉に行きました。とてもいいお湯でした。もっと知られてよいと
思います。

愛知県

12月10日 ３月２日から３月７日まで居ませんのでお願いします 石川県

12月10日 頑張ってください( ^ω^ ) 大阪府

12月10日 地域産業の発展を応援します。 千葉県

12月10日
厳しい自然のなかで頑張っておられると思います． 少しでもお役に立つ
ことができれば嬉しいです．

東京都

12月10日 少しですが、お役に立てればと思います。 応援しています。 埼玉県

12月10日 地域の発展を期待します。 千葉県

12月10日
テレビで特産品の紹介を観ました。 是非試してみたいと思い、納税させ
て頂きます！

愛知県

12月10日 応援しています。 兵庫県

12月10日 頑張ってください。  ジンギスカン大好きです。 東京都

12月10日 頑張ってください 愛知県

12月10日

テレビで芸人さんがお風呂に入っているのを見て、インターネットで検索
しましたが、周辺の人でないと購入できないと知り、諦めていました。  な
ので、ふるさと納税で知り感動です。41年間アトピーに悩まされ、未だこ
れと思うものに出会えていません。 10歳の娘も同じ体質です。早く使って
みたいです。

神奈川県

12月9日 微力ながら良い街づくりにご活用ください。 大阪府

12月9日
材料にこだわった無添加のアイスクリームは初めてです！ とても楽しみ
です！！応援しています!!

東京都

12月9日
無添加で材料にこだわったアイスクリームは初めてなので、とても楽しみ
です！！応援しています！

東京都

12月9日 頑張ってくださいだもん。 茨城県
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12月9日 北海道の自然を守って、地域の振興に役立ててください。 神奈川県

12月9日
鹿肉をくださる自治体は少なく、また量も少ない中いろいろな部位をたく
さんくださる内容なのを見て、迷うことなく申し込みました。本当にありがと
うございます。

宮城県

12月9日

アトピーの娘がおり、豊富温泉のことを知りました。 肌に合うか試してみ
たくお礼の品に温泉水があることを知り、申し込ませていただきました。 
お礼品目当ての不純な動機ですみませんが、町の振興のためにお役に
立てればと思います。

青森県

12月9日 豊かな自然を、ぜひ大切になさってください。 青森県

12月8日 応援してます！！これからも頑張ってください。 愛知県

12月8日 豊富町のアイスクリームが大好きです！ 楽しみにしております。 神奈川県

12月8日
今回始めてですが　広大な自然の中で育まれたものは美味しいと思いま
す  チーズ大好き！楽しみにしています

大阪府

12月8日
いつもサロベツ地方で作られている牛乳を美味しくいただいております。
これからもこの牛乳が飲みたいので、ストレスフリーの牛をサロベツの地
で頑張って育ててください。

大阪府

12月8日 おいしいジンギスカンを食べた～い 和歌山県

12月8日 これからも応援しています。 埼玉県

12月7日 子どもたちが健やかに暮らせる街になりますように。 京都府

12月7日 住みよい街の医療発展を応援します。 佐賀県

12月7日
先日届いたアイスクリームが美味しくて、子供から催促されたのでリピート
させていただきます！少額ではありますが、地域振興のためになればう
れしいです。

東京都

12月7日 昨年頂いた鹿肉は実家の皆で食べて好評でした。 神奈川県

12月7日
北海道には何度も旅行で訪れています。地場産業の発展に役立てて頂
けますと幸いです。

兵庫県

12月6日 豊富町が振興されることを祈念しています。 京都府

12月6日 頑張ってください 千葉県

12月6日
10月に豊富温泉に行きました。 岐阜からは遠いですが、いつも応援して
います。

岐阜県
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12月6日 北海道は婚前旅行の思い出の地です。応援しています。 東京都

12月6日 頑張ってください。 京都府

12月5日 陰ながら応援しております 東京都

12月5日
ふるさと納税のおかげで豊富町を知りました。 有名なサロベツ牛乳の町
なのですね。 日本の酪農を応援したいと思います。 いつか温泉にも
行ってみたいな。

兵庫県

12月5日 とても美味しそう。頑張って。 東京都

12月5日 頑張ってください 大阪府

12月5日
美味しそうなソフトクリームの写真を見て、ポチしました。届くのを楽しみ
にしています。ありがとうございます。

東京都

12月5日 いつかそちらに遊びに行きます。 神奈川県

12月5日
学生時代に豊富で途中下車して，レンタサイクルで温泉を目指しました
が， 時間切れで着きませんでした．その時，出会った原野はとても広大
できれいでした．

東京都

12月5日 北海道好きです！ 千葉県

12月5日
新婚旅行で立ち寄りました。素晴らしい、景色を覚えています。 また、い
つかあの利尻富士を見に行きます。

愛知県

12月4日 北海道の酪農を応援してます！ 東京都

12月4日
いつも美味しい特産品をありがとうございます。これからも貴町がますま
す発展されることを願っております。

大阪府

12月4日 楽しみにしてます。 群馬県

12月4日
北海道は好きで何度も訪れているのですが、まだ豊富町には行ったこと
がありません。 いつか尋ねてみたい豊富町に思いを馳せて少しですが
寄付させていただきます。

静岡県

12月4日

ふるさとチョイスのセミナーで豊富町のアイスやプリンをいただきました。 
役場の方々も気さくで、牛乳を使ったデザートも美味しくて、幸せな時間
でした♪  また、感動のおいしさに再会できるのが楽しみです。  これから
ますます寒くなりますが、みなさんもお体に気をつけて元気にお過ごしく
ださいね！

神奈川県

12月4日 素晴らしい自然を残してください。 東京都

12月4日
娘がこちらのアイスクリームの大ファンです。 一度、娘と町を訪れてみた
いです。

千葉県
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12月4日 いつか訪問できることを楽しみにしています。 がんばって下さい。 大阪府

12月4日
今年、初めて北海道に行って乳製品が美味しくてびっくりしました！頑
張って下さい。

東京都

12月4日 地域振興に力を！ 千葉県

12月4日
豊富温泉に宿泊したことが二回あります。往時の活況が戻るよう頑張って
ください。

埼玉県

12月3日 アイスクリームを食べるのを楽しみにしています！ 大阪府

12月3日
昨年夏、道北に旅行し、豊富温泉にも宿泊しました。大変良い温泉で、
ロケーションも自然に囲まれた素晴らしいところと感じました。 これから
も、環境を守って素晴らしい場所であり続けてほしいと思います。

奈良県

12月3日
毎年違うお礼の品をいただいていますが、どれも美味しくて満足！ 豊富
町さんを応援していますので、頑張ってください！

北海道

12月3日
ソフトクリームの大ファンです！ 今回初申し込みのミルクプリンも期待して
ます

滋賀県

12月3日 北海道応援しています。 大阪府

12月3日 ジビエに興味があります。楽しみに待ってます。 千葉県

12月3日 地元特産品をどんどん売り出して、町が元気になってください！！ 東京都

12月3日 地域に役立ててください。 東京都

12月2日 シカ肉、チーズ、ソーセージおいしかったです。がんばってください。 大阪府

12月2日
豊かさ富むしあわせを！ キャッチフレーズが世界の人々に届きますよう
に応援してます。

大阪府

12月1日 良い街づくりを応援しています。 東京都

12月1日
北海道の中でサロベツ原野が一番のお気に入りです。いつまでも雄大な
自然を守ってください。

千葉県

12月1日 これからも頑張ってください。応援しています。 滋賀県

12月1日
アトピーなので温泉水の入浴剤をいつも利用しています。いつか豊富温
泉を訪ねたいです。

京都府
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