
平成30年度ふるさと納税　応援メッセージ

9月30日
美味しくて妻が喜ぶので、毎年お願いしています。 また今年もよろしくお
ねがいします。

千葉県

9月30日
以前祖父母が住んでおり、牛乳はもちろん、サロベツファームのウイン
ナーもよく食べていました。 カタラーナは豊富の新しい名産品として期待
できそうですね。カタラーナについて語らなあかん。

北海道

9月29日
オータムフェストで豊富町の鹿肉ステーキに出会ってからずっと応援して
ます！

東京都

9月29日

先の地震の報道で、美味しい牛乳が飲めるその背景に、酪農家様のご
苦労がたくさんあることを知りました。感謝の気持ちを込めて少しばかりで
すが寄付させていただきます。またお礼の品を仲間といただくことを通じ
て、豊富町のことを広く知ってもらえたらと思っています。

神奈川県

9月26日 がんばってください！ 大阪府

9月26日
前にも、ふるさと納税をさせていただき、チーズをいただきました。とても、
美味しかったです。楽しみにしています。

奈良県

9月25日 応援しています。 千葉県

9月24日
少しでも早く北海道が元気になりますように。わずかながら応援していま
す。

岐阜県

9月24日 街の振興に頑張って下さい！ 大阪府

9月24日 ふるさと納税で初めて知りました。いつか行って見たいです！ 熊本県

9月23日 豊富町の牛乳も人も大好きです。 大阪府

9月23日 素敵なお礼の品、ありがとうございます。 東京都

9月23日
豊富温泉に少し元気がないのが心配です。珍しい温泉ですので、是非
頑張ってください。

埼玉県

9月23日 頑張ってください。応援しています。 福岡県

9月21日
停電の影響は多大なものだったと思います。地震からの復興を祈ってい
ます。

熊本県

9月21日 とても素敵なところのようですので、一度訪れてみたいです。 東京都

9月21日
みんなで応援しています！。どうか参らずに元気に北海道！という気持
ちです。

栃木県
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9月20日

震災で家族を失った方衷心よりお悔やみ申し上げます。 震災で不便を
強いられた方、御身お気をつけて下さい。 北海道は、大学４年間過ごさ
せて頂いたとても思い出のある場所です。微力ながら、少しでも早く元の
街に戻れるように陰ながら応援させて頂きます。 無理せず、頑張って下
さい。

栃木県

9月17日
１５年前に北海道に住んでおりました。地震対応、がんばってください
ね。

愛知県

9月17日 地震の影響があったと思いますが、頑張ってください 愛知県

9月16日 頑張って下さい。応援してます。 愛知県

9月16日 カタラーナを北海道食材レストランで食べて依頼、大ファンになりました。 東京都

9月15日 地震で大変と思います。少しでも早い復旧を記念いたします。 東京都

9月14日 頑張ってください。 愛知県

9月13日
豊富町の温泉と特製のクリームで肌の状態がとっても良くなります。来年
の夏には温泉に入りに行きます。

兵庫県

9月12日
豊富温泉に行ってみたいとずっと思っているのですが、遠くてなかなか
行くことができていません。いつか必ず行ってみたいと思います。

群馬県

9月12日 色々大変でしょうが、頑張ってください！ 東京都

9月11日 みなさん、健康で豊富町の自然を守っていってください。 大阪府

9月8日 大地震がありましたが、がんばってください。 神奈川県

9月8日
先日の地震で大変なご苦労をされているかと思います。一日でも早く日
常を取り戻せられますよう心よりお祈り致します。

埼玉県

9月8日 ガス事業を応援したいです。 埼玉県

9月8日 地震のお見舞い申し上げます。頑張ってください。 千葉県

9月7日
温泉が最高でした。訪問時は生憎のお天気だったので、今度は晴れて
いるときにサロベツ原野の散策などもしたいです

埼玉県

9月6日 乾癬治療で豊富温泉にお世話になっています。 千葉県

9月5日 地域活性化頑張ってください。 岡山県
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9月4日 いつも美味しい食べ物を届けていただきありがとうございます 神奈川県

9月3日 家族でおいしく食べました。リピーターです。 大阪府

9月3日
昨年申し込み今年いただきました。 アイス（ソフト）をもう一度食べたいと
いうことで再度申し込みました。 ぜひこんなおいしいアイスを作り続けて
いただきたいです。

京都府

9月3日
北海道は2回行きました。食べ物がとても美味しく景色もすばらしかった
です。

鹿児島県

9月2日
昔、弟が酪農体験でお世話になりました。 このまま酪農が守られますよう
に。

京都府

9月2日
豊富温泉および豊富町のご発展を祈念するとともに、原生花園の適切な
管理を、よろしくお願いいたします。

東京都

9月2日 頑張ってください。応援しています。 千葉県

9月2日 アトピー患者と乾癬患者の方々のために生かしてください。 埼玉県

8月31日 今年もアイスクリーム申し込みました。 愛知県

8月30日 8月に旅行で豊富町に行きました。また行きたいです。 東京都

8月29日 是非おとずれてみたいです。 群馬県

8月29日 貴町の地域振興に役立てていただければ、幸いです 東京都

8月28日 先々週旅行した際に立ち寄り、寄付したくなりました。 東京都

8月27日
とても美味しそうなチーズだなと思って寄附させて頂きました。北海道1週
旅行の稚内に行く際に通ったきりですが、また次回は行ってみたいと思
います！！応援しています！！

東京都

8月27日 この度も宜しくお願いします。孫たちに大人気です。 広島県

8月26日
少子高齢化の今こそ、地方のチカラの見せどころではないでしょうか。陰
ながら応援しています。

北海道

8月26日 応援しております。 東京都

8月25日 これからも素敵な返礼品をお願いいたします。 熊本県

8月24日
福祉事業はどこも大変だと思いますが少しでもお役に立てればと思いま
す。

埼玉県
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8月24日 アトピー改善期待してます！ 愛知県

8月21日
今度始めて娘のアトピーの為、湯治に行かせていただきます。素晴らし
い温泉と聞いております。これからも1人でも多くの方がこの温泉を知り、
快方に向かうための活動を期待しております。

埼玉県

8月20日 応援してます！ 大阪府

8月19日 街の活性化にお役立てください 埼玉県

8月19日 昨年に引き続き応援させていただきます。素敵な町になりますように。 千葉県

8月18日 地元北海道の支援になれば幸いです。 千葉県

8月17日
昨年豊富町に行きました。 ソフトクリームがおいしかったです。 これから
もよい製品をお願いします。

東京都

8月14日 がんばってください。 兵庫県

8月11日 素晴らしい温泉でした！是非リピターとして訪れたいです。 東京都

8月11日
カタラーナ楽しみにしてます！行ったことはありませんが、いちど行って
みたいと思います！

埼玉県

8月11日 おいしいチーズをありがとう。 愛知県

8月11日
アトピー治療で豊富温泉にお世話になりました。 今でも悪化すると豊富
を訪れます。 空港からのアクセスを便利にして欲しい。

埼玉県

8月9日

娘が先日利尻礼文稚内へ旅行に行き、稚内で豊富温泉の石鹸を買って
きました。肌が弱かった私にピッタリで驚きました。是非温泉水を使って
みたいと思いました。素晴らしい温泉がある町にお住いの皆さん、この宝
を大切に守っていってください。

北海道

8月7日
先日、豊富町の石油入りの温泉に入りました。素晴らしい温泉で感動し
ました。fermeのソフトクリームの美味しさにもビックリです。

東京都

8月7日 温泉が素晴らしいです！ 大阪府

8月5日
毎年湯上りプリンを申し込んでいます。他にはない乳製品です。いつも
楽しみにしています。頑張ってください。

神奈川県

8月5日
行ったことがないけど、北海道旅行の時は行きたいです〜頑張ってくだ
さい

埼玉県

8月4日 自然豊かな酪農の町、豊富町を応援しています 東京都
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8月3日 豊富の酪農を応援しています！ 北海道

8月3日
ご縁がありwebで調べたら、日本の最北にある町ですね。温泉が良いとあ
りましたので、できれば一度訪ねてみたいと思っています。

愛知県

8月1日 お礼の品が豊富で素晴らしいと思います。冬に行ってみたいです。 愛知県
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