
平成２９年度ふるさと納税　応援メッセージ

5月31日 町の活性化・発展を期待しています。 頑張ってください。 東京都

5月31日
美味しいソフトクリームを家族と毎年楽しみにしています。地場産業の振
興に役立てていたたければ幸いです。

群馬県

5月31日 頑張ってください。 神奈川県

5月31日 楽しみにしています。通販でも買いたいです。 神奈川県

5月31日

３年間、函館に住んでいたことがありましたが、その時に兜沼で家族で
キャンプしたのがとても懐かしいです。 自然にあふれとてもいいところだ
と思いました。 わずかな寄付ではありますが、地域振興に役立てていた
だければ幸いです。

千葉県

5月31日 継続的に応援させていただきます。 東京都

5月31日

現在、大阪に住んでおり、将来、北海道移住を計画しています。関西圏
で放送された番組で豊富温泉のことを知り、今回、ふるさと納税寄付をす
るきっかけとなりました。広い北海道、まだまだ知らない場所がたくさんあ
りますが、大好きな北海道を盛り上げられる一助になればいいなと思って
おります。この夏、必ず遊びに行きます！

大阪府

5月31日

豊富町には学生時分にバイクで日本一周した時に寄りました。夏でも雨
の降る寒い日だったことを覚えています。今、私は沖縄で暮らしてます
が、梅雨のないこの季節に是非また訪れたいですね。鹿肉楽しみにして
ます。

沖縄県

5月30日
北海道で食べたジンギスカンが忘れられません。 自然も美しく、また訪
ねたいです。

愛知県

5月30日 応援しています‼ 京都府

5月30日 地域活性の為に利用してください 埼玉県

5月29日 応援しています！！町の雰囲気が良かったです！ 佐賀県

5月29日 たくさんおいしいものを町のために作ってください。 熊本県

5月29日
お品もの、リピートです。  とてもおいしく、満足度も高く、大変気に入って
おります。  今回も宜しくお願いいたします。

東京都

5月28日 いつか豊富町へ行ってみたいです。 福岡県

5月28日 健康にお過ごしください。 青森県
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5月28日 少額ですが、役に立てれば幸いです。 愛知県

5月28日 頑張ってください 埼玉県

5月27日 頑張ってください 愛知県

5月27日 マラソン大好きなので、ぜひスポーツ振興に投資したいです。 奈良県

5月27日

豊富へは大学生の時、旅行して、大変お世話になりました。かれこれ３０
年以上前になります。そんなことがあって、機会があれば「レティエ」でア
イスクリ-ムを直接食べてみたいと思っています。今後も素晴らしい食材を
提供していただきますようお願いします。

長野県

5月27日 楽しみにしています 東京都

5月26日 これからも良い乳製品を供給してください。 神奈川県

5月25日 美味しそうなアイスクリームのプレゼントありがとうございます。 神奈川県

5月25日 応援」しています。頑張ってください。 大阪府

5月25日 これからも町のためにがんばって下さい。 愛知県

5月25日

北海道はゴールデンウィークに2年連続で遊びに行きました。北海道の
すばらしい自然やおいしい食べ物がたくさんの人が知ったらいいと思い
ました。簡単にはいけないけど、またぜひ機会があれば遊びに行きたい
です。豊富町の温泉にも行ってみたいです。

石川県

5月25日 頑張ってください。応援しています。 岐阜県

5月24日
家族で温泉に行きたいです。貴町のますますのご発展をお祈り申し上げ
ます。

千葉県

5月24日 頑張ってください。 東京都

5月23日
農水産業は人材不足。 おいしい乳製品が生産されますよう応援いたし
ます。

静岡県

5月23日
去年もふるさと納税させていただきました。豊富町の自然が大好きです。
ぜひ、いつか家族みんなで伺いたいと思います。

兵庫県

5月21日 豊富町いつも応援しています。 埼玉県
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5月21日

冬は寒い北海道ですね、自然豊かな北海道・豊富町に行ってみたいと
思っているのですが、なかなか行く事が出来ません。今は特産品で北海
道を楽しみたいと思っています。豊富町の益々のご発展をお祈りいたし
ます。

神奈川県

5月21日 頑張って下さい。 埼玉県

5月21日
以前北海道に行ったとき、野生の鶴を発見し、非常に感動しました。遠い
のでなかなか行けないですが、また行きたいです。

東京都

5月21日
いつも美味しいジンギスカンをありがとうございます。 貴町のますますの
ご発展をお祈り申し上げます。

大阪府

5月18日 子どもたちがのびのびと育ちますように 兵庫県

5月16日 頑張ってください。 群馬県

5月15日 姉がアトピーの湯治でお世話になりました。また行かせて下さい。 岡山県

5月14日
自然環境の保全は大変と思いますが、ぜひ、頑張っていただきたくささ
やかながら寄付差し上げます。

埼玉県

5月14日 厳しい税収だと思いますが、ふるさと納税で頑張ってください 神奈川県

5月14日
３０年前に一度訪れたことがあります。 地域が活性化しながら発展される
ことをお祈りしています。

神奈川県

5月14日
４０年前の学生時代に北海道、礼文島へ行きました あの素晴らしい風景
はいまでも目に浮かびます ぜひ、素晴らしい自然を守ってくださるようお
願いします

愛知県

5月13日
豊富温泉にこのような効果があると知りませんでした。  北海道だけでは
なく、 東京からも多くの人が興味をもつと思います。  地域活性化になる
と思いますので、 がんばってください。  稚内出身者より

東京都

5月13日
昨年のお礼の品のアイスクリームを美味しくいただきました。ありがとうご
ざいました。また今年も、わずかですがお役にたてればと思います。

埼玉県

5月12日 以前にお伺いしたことがあります． さらなるご発展を願っております． 北海道

5月12日
昨年に続き寄付させて頂きました。元々は熊本支援がご縁で、豊富町を
知りました。応援しています！

千葉県

5月11日 アイスクリームとてもおいしいです！！！ 北海道

5月11日 寄付金が少しでもお役にたてばと思っております。 東京都

5月10日 今後とも魅力的な返戻品を続けて下さい。 埼玉県
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5月9日
今回のふるさと納税ではじめて豊富町のことを知りました。これからも応
援したいと思います。

広島県

5月9日
豊富温泉　応援してます  しかし、札幌からは遠くなかなか行けなくて残
念です。  冬場にも高齢者が行きやすいような何か面白い事（体験  
ツァー的なもの）があるといいですね。

北海道

5月7日 お礼の品、いつも美味しく頂いています。 兵庫県

5月6日 美味しいアイス待ってます！ 福岡県

5月6日
いつも美味しいアイス楽しみにしています。 いずれ旅行にも訪れたいで
す。

大阪府

5月5日
テレビ等で拝見させて頂いております。一度お邪魔させて頂きたいと
思っております。

東京都

5月5日 ふるさと振興頑張ってください。 京都府

5月4日
３年前に家族で北海道旅行へ出かけ、豊富牛乳やプリンをいただきまし
た。今年も夏休み伺う予定です。温泉が楽しみです。自然豊かな豊富町
をこれからも大切にしていただけたら嬉しいです。

千葉県

5月3日 地場産業の振興にお役立ていただけましたら、嬉しく思います。 滋賀県

5月3日
過疎でお互い大変ですね（実家は福島県二本松市（農家）、こんな良い
制度がるんだから皆んなが気づいてくれれば良いと思います。

神奈川県

5月2日 ここの温泉にいつも助けられてます 東京都

5月1日 益々のご発展をお祈り申し上げます。 東京都

5月1日
セイコーマートのサロベツ牛乳にはお世話になりました．酪農の発展を応
援しています．

兵庫県

5月1日 毎年ジンギスカンが届くのを楽しみにしております 東京都

4月30日 日本の酪農を応援します。 愛知県

4月30日 美味しいそうなチーズを作って頂き、有難うございます！ 千葉県

4月29日
微力ではありますが､応援させて頂きます。異常気象の今日ですので　ど
うぞ気をつけて下さい｡

埼玉県

4月26日
今年の夏、家族旅行で北海道に行こうと予定しています。子どもは初め
ての飛行機です。大好きな場所です。これからも応援しています。

大阪府

4月25日 美味しい物を、ありがとうございます･ 東京都
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4月25日 ガンバ 石川県

4月25日
豊富町のみなさん、いつも美味しいお肉をありがとうございます。 いつか
行ってみたいです。遠い茨城から町の振興を応援しています。

茨城県

4月23日

３年前に稚内空港からレンタカーで豊富温泉まで旅行しました。途中、兜
沼駅、徳満駅といったローカル駅の風景を堪能。一泊した後は宮の台展
望台、湿原センターを巡りました。広大な湿原を前に「あー家に帰りたく
ね～！」と呟いた記憶があります。湿原センターの地域愛にあふれた展
示物がよかったです。

京都府

4月23日 美味しい特産品が楽しみです。わずかな額ですがお役立て下さい。 長野県

4月21日 応援しています！ 東京都

4月21日
すっかりこちらのアイスクリームのファンです。 北海道を訪れた際は、ぜ
ひお店にも行ってみたいです！

神奈川県

4月18日
人より牛が多い豊富町。 でも活発にイベントなどがあり、 魅力的な町で
す。  アトピーに劇的に効く豊富温泉。 本当にお世話になってます。 頑
張れ！ 豊富町！

東京都

4月18日 何度か寄付させていただき、親しみをもって応援しております。 東京都

4月15日 子供がのびのびと過ごせることを祈ります 佐賀県

4月15日
酪農の活性化のために使用してください。ますますの発展を期待してい
ましは。

北海道

4月12日 応援しています。 愛知県

4月10日 ソフトクリーム、絶品です。 豊富を応援してます。 北海道

4月9日 ファイト！ 東京都

4月9日
親類がアトピーで、湯治で大変お世話になりました。 これからも頑張って
下さい！

京都府

4月8日

　北海道で営業の仕事をし、家族で利尻・礼文島までわたり、スコトン岬
を眺めました。最果ての街、樺太がうっすら見えたゴールデンウイークの
思い出です。これからも北海道を応援してまいります。でっかいどう、北
海道、大好きです。

東京都

4月7日 頑張って下さい。 鹿児島県

4月5日 とっても美味しそうなソフトクリームですね。 北海道

4月5日 皆さん応援しています。頑張ってください。 埼玉県
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4月5日
肌荒れがひどい娘を湯治に連れて行きたいのですが、同じ北海道でも
遠くて。入浴剤の効果があれば、クリームも試してみようと思います。

北海道

4月3日
広島在住のどさんこです。セイコーマートで食べたメロンソフトが美味しす
ぎて忘れられません。

広島県

4月3日
乾癬に効くと聞いたので期待しています。 お礼品にあってありがたいで
す。

神奈川県

4月3日
豊富温泉でサロベツファームのジンギスカンを食べて感動しました！ 温
泉も珍しい泉質で素晴らしく、また入りに行きたいです。

千葉県

4月2日 サロベツ湿原　一度は行ってみたいです。 群馬県

4月2日 応援しています。 愛知県

4月2日 これからも美味しい農産物を使った特産品を期待しています。 埼玉県

4月1日 応援しております。 東京都

4月1日
「入金確認から1ヶ月程度」というのは、クレジット決済以外の場合と理解
しております。 記念品を楽しみにしています。

東京都

4月1日 カタラーナ美味しいです。ずっと続けてください。応援します。 神奈川県

4月1日
私は道南の出身、私のふるさとも過疎化が進んでいますが皆さんも 頑
張ってください。

兵庫県

4月1日
北海道は、母の出身ですし、私もスキーをするのでたびたび訪れていま
す。自然も豊かで、食べ物もおいしい北海道が大好きです。

茨城県
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