
平成２７年度ふるさと納税　応援メッセージ

1月31日

学生時代に自転車旅行で一回行きました。空腹に耐えられなくなりそうな
ときに見つけたセイコーマートの看板のまぶしかったこと、豊富温泉の温
泉水の濃かったこと、おいしかったこと、サロベツ原野の美しさ、今も思い
出します。また行きたいです。

広島県

1月30日 北海道の自然保存と美味しい食材作りにがんばってください。 広島県

1月27日 北海道の地方の活性化を応援します！ 東京都

1月27日 頑張ってください。 大阪府

1月25日
20年位前まで仕事で毎年行っていました。あの時は淋しい町のイメージ
でいたが、今ふるさと納税で話題になって、とてもうれしく思います。これ
からも町の繁栄に期待しています。妻

北海道

1月22日 がんばってください 静岡県

1月20日
北海道は寒いですね〜関西は今年は暖冬です 皆様お身体に気を付け
てくださいね

京都府

1月19日 応援しています。特産品を楽しみにしています。 東京都

1月18日 地域の文化振興に使ってください。 東京都

1月18日 微力ですが応援させていただきます。 東京都

1月17日
健康になにかと良いチーズを求めてふるさとチョイスで豊富町のチーズ
に行きつきました。おいしそうです。楽しみです。

東京都

1月17日 気候を生かした地域作り、応援してます。 静岡県

1月17日 国の宝である子供のために使ってください。 大阪府

1月16日
日本の将来に向けて更なる地域活性化を応援しております！ 頑張って
ください！  是非一度訪れてみたいです。

大阪府

1月16日 特産品が楽しみです。 神奈川県

1月15日 ことしもよろしくお願いいたします。 埼玉県

1月15日
昨年に続き2度目です。 北海道の乳製品はやはりおいしいです。 サロ
ベツならではの産業の発展を応援しています。

神奈川県

1月15日
豊富町には数年前に宿泊しました。  素晴らしい自然を観に、また訪れ
たいと思います。

奈良県
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1月15日 少額でございますが、何かお役立てになれれば幸いです。 滋賀県

1月15日 地域の良さを大いに広めてください。応援しています。 東京都

1月13日 今度最北の温泉郷にお邪魔します。 北海道

1月13日
昨年に引き続き2回目の寄付です。この寄付金が有意義に使われること
を願っております。

神奈川県

1月11日

　大学生の冬休みに、北海道をリュックを背負い周遊券を片手に、ユー
スホステルに泊まりながら旅をしました。豊富町にも寄らせてもらいまし
た。当時を思い出しながら、サロベツの温泉に入りたいと思います。 サロ
ベツ原野を守ってください。

静岡県

1月11日 益々のご発展をお祈りしています。 愛知県

1月10日
アトピーや乾癬等の皮膚疾患に悩まれている人々を癒す奇跡の湯、豊
富温泉をもつ豊富町のさらなる発展を願って、ふるさと納税をさせて頂き
たいとおもいます。

東京都

1月10日 微力ですが豊富町の発展にお使いください。 徳島県

1月9日
いろいろ素敵なお礼の品があってとても良いと思いました。美味しいもの
をこれからも作り続けて下さい。酪農家の皆さんを応援しています！

福岡県

1月9日
泉質が日本一の温泉が大好きです。 都会から遠いのが最大の難点かと
は思いますが、なんとか集客のお力に慣れればと思い寄付させていただ
きます。 これからもよりよい温泉街の維持を希望します。

北海道

1月9日
遠方ですがいつも応援しています。 これからも住みよい街作りをお願い
します。

北海道

1月9日
北海道の自然、美味しい食べ物が大好きです。豊富町には行ったことが
ないので、遊びに行きたいです。

東京都

1月8日
すみません、お礼の品から検索して、娘とみつけました。初めて町を知り
ました。これから応援したいと思います。いつか家族で行ってみたいです
^_^

佐賀県

1月8日 北海道は好きなので、寒さに負けずに頑張って下さい。 兵庫県

1月7日
アイスクリーム美味しかったです。 次は自分で買ってみようと思いまし
た。

東京都

1月6日
仕事で北海道によく行くのですが、そのたびに豊富産の牛乳飲んでま
す。

愛知県

1月3日
アトピーの家族のために申し込んでみました。この温泉水の申し込みが
福祉支援にもつながるというのも嬉しいです。これからも頑張ってくださ
い。

宮城県

12月31日 寄付を町の活性化のために有効活用してください。 東京都

2 / 15 ページ



12月31日 ジンギスカン好きです。応援しています。 神奈川県

12月31日 応援しています。 福岡県

12月31日
何度か沿岸バスに乗って、ふれあいセンターの温泉に伺ったことがある
のですが、次回は泊まり掛けで伺いたいと思います。豊富の魅力が、もっ
と沢山の人に伝わり、活性化すると良いなと思います。

埼玉県

12月31日 いつか遊びにいってみたいです。 広島県

12月31日 より良い街づくりに役立ててください 神奈川県

12月31日 応援しています。 東京都

12月31日 いちど豊富温泉に行きました。 またうかがいたいです！ 大阪府

12月31日
妻がアトピーで、温泉にお世話になっております。温泉振興に役立ててく
ださい。

埼玉県

12月31日 以前観光で行きました。町の発展を期待しています。 神奈川県

12月31日 さらなる地域活性化を応援しています。 京都府

12月31日 地域発展を期待します。 広島県

12月31日 静岡から遠い北海道へ応援です。 静岡県

12月31日 ふるさと納税ではじめて豊富町をしりました。良い制度と思います。 大阪府

12月31日

今回は子供向けに新鮮な食材を頼むため、ふるさと納税を申し込みまし
た。 都内でも新鮮な食べ物はありますが、産地のものを食べさせられるこ
とがとても良いと思っています。 これからも地産のものを育てる産業を活
性化して日本全国へ向けて発送できるように、若い世代に暮らしやすい
街にしてください。

東京都

12月31日
アトピーの湯治で豊富温泉には大変お世話になりました。お土産はいつ
もサロベツファームのお肉でした。おかげさまでこうしてふるさと納税がで
きるようになりました。豊富温泉の発展に役立てて頂ければ幸いです。

北海道

12月31日 北海道が大好きです。頑張って下さい。 神奈川県

12月31日
豊富温泉でアトピー良くなりました ふれあいセンターの維持にお役立て
下さい

東京都

12月31日 また石油温泉に行きます！ 愛知県
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12月30日

一度鹿肉を食べたことがあります。もしかしたら、牛肉より好きかもしれま
せん。鹿が増えて困っているのに、こんなに美味しい鹿肉を食べないな
んて、資源の多くない日本でもったいないです。世の中で改善したいこと
の一つですよね。普通に鹿肉が食卓にのぼるように、応援してます。

東京都

12月30日 名前のように豊富な町になれるよう応援します。 静岡県

12月30日 鹿肉を食卓に定着させるために応援しています！ 大阪府

12月30日
北海道自然の村でお世話になった甥がアトピーなので、いつか豊富温
泉に湯治に行きたいと言っています。 豊富温泉の効能がもっと世間に広
まるといいですね。

神奈川県

12月30日 頑張れ北海道！ 東京都

12月30日 豊かな自然環境保護のためにがんばってください。 応援しています。 大阪府

12月30日 大学生の時、温泉に宿泊しました。 関西から応援しています。 大阪府

12月30日 寄付金が無駄なく有効に使われますように。 大阪府

12月30日

この度は、縁あってふるさと納税させていただきました。 豊富町は、いつ
も、セイコーマートの牛乳を通して、身近に感じる町です。 他のブランド
の牛乳より美味しく、いつも購入しています。  特産品の鹿肉は、一度食
べてみたかったです。 これからも、豊富町ならではの取り組みをお願い
します。

北海道

12月29日 頑張ってください♪ 福島県

12月29日 温泉と周辺環境の維持保全に役立てて頂ければと思います。 東京都

12月29日 福祉のために役立ててください。 よろしくお願い致します。 三重県

12月29日
 学生時代、北海道を１周した時に豊富温泉に行きました。あれから１５年
ほどたち、今度は家族で行きたいと思います。 　あの独特な温泉は忘れ
られません。

埼玉県

12月28日
今年、豊富温泉にお世話になりました。 これからも、たくさんの人の希望
となりますよう、祈っております。

東京都

12月28日
ジンギスカン、おいしく頂きました。ありがとうございました。いつかそちら
へ足を運んで、ジンギスカンや温泉を楽しみたいです。

愛知県

12月28日 地域の資源を活かしてがんばってください！ 東京都

12月28日 一度訪れてみたいです。 東京都

12月27日 応援しています！ 東京都
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12月27日 乾癬で苦しむ者にとって、気になる街です。 奈良県

12月27日

乾癬で父が何度も温泉にお世話になりました。大変よく効きとても助かり
ました。 私自身も２度ほど現地へ伺いました。 父は、高齢でもう現地まで
行くのは無理といっていますが、 同じように乾癬、アトピーに悩む方々の
ため、豊富温泉が将来にわたって発展されることを願っています。

神奈川県

12月27日
毎年、冬の宗谷本線の撮影でお世話になっております。 ありがとうござ
います。

東京都

12月27日
昔、道北をキャンプ旅行して兜沼キャンプ場にも何泊かしました。当時は
区画もなく、とても広々として気持ちがよかったのを覚えています。黒い
お湯の豊富温泉にも入りました。また機会があったら是非行きたいです。

神奈川県

12月27日 いつか行ってみたいです！ 静岡県

12月27日 豊富町の益々のご発展をお祈りします。 頑張ってください。 千葉県

12月27日
以前北海道旅行に行った際、こちらのジンギスカンを購入し、主人がとて
も気に入っていましたので、サイトで見つけて即申し込ませていただきま
した。今後もおいしいラム肉を作って下さい。

岡山県

12月27日 今後も応援しています。がんばってください！ 岡山県

12月27日
初めてふるさと納税を利用します。こういう形でまだ行ったことのない地域
の活性化を応援できるということを面白いと思いました。これをご縁とし、
一度遊びにいってみたいと思います。

千葉県

12月27日
地方はいろいろ大変と聞きますが、北海道はいろいろな魅力があり大好
きなところなので、がんばってください。微力ですが、応援しています。

東京都

12月26日
毎年、北海道を自転車旅行しています。利尻を眺めながら海岸沿いの道
を走っていると、心身ともに健全になりそうです。

愛知県

12月26日
より良い街づくりにお役立て下さい。 機会があれば観光に伺いたいで
す。

愛知県

12月26日

成人している長女がアトピーです。以前、たしか北海道新聞だったと思い
ますが、湯治の記事を読み興味がありました。  今は小康状態ですが、こ
ちらのお湯が肌に合ってくれること期待して寄付させていただきます。そ
して、いつかこちらの温泉を訪ねたいと思います。

北海道

12月26日
頑張ってください！！今年北海道に始めて行きましたが大変良い所でし
た。

大阪府

12月26日 頑張ってください。 大阪府

12月25日

温泉事業応援しています！姉がアトピーで、肉体的にも精神的にも疲れ
果てていた時に、こちらの温泉に伺い、同じ仲間と出会って、元気に復
活しました。アトピーは繰り返しますが、先の見えない治療ではなく、「ここ
へ来れば何とかなる」という思いがあることは、彼女の心の安定に非常に
大きな役割を示していると思います。家族一同、豊富町に本当に感謝し
ています。

埼玉県

12月24日
自転車乗りです。雄大なサロベツ原野と豊富町には思い出がたくさんあ
ります。応援しています。

大阪府

5 / 15 ページ



12月24日
美しい大地と自然の恵みがたくさんの豊富町。母子家庭の我が家が素
晴らしい温泉に伺えるわけもなく、せめて肌が弱くいつもぽりぽりしている
娘の肌がどうか治りますように。豊富町の変わらぬ美しさを祈りつつ…。

神奈川県

12月24日

札幌生まれで22歳まで江別にいましたので北海道を応援したいと思いま
す。帰省するたびに必ずジンギスカンを食べに行きます。 グローバル化
で北海道にも影響が出てゆくでしょうけど頑張っていただきたいと思いま
す。

神奈川県

12月24日 今回を機会に興味がわきました。ぜひいつか伺いたいです。 千葉県

12月24日
父方が道内出身です。 ぜひ子どもたちのための予算の一部として役立
てば幸いです。

神奈川県

12月24日 いつかあそびにいきたいです。 東京都

12月24日

1年前にサロベツ原野へ探鳥に行きました。 大自然に加えどこまでも続く
海岸沿いのまっすぐな道、雄大な景色に圧倒されました。 今度はお花の
時期に行きたいと思います。 豊富町のさらなる発展と豊かな自然がいつ
までも続くことを願っています。

静岡県

12月24日
家族がアトピーや乾癬で困っています。 温泉がとても皮膚にいいと聞き
ましたが、遠くてなかなか行けないので家で体験したいと思います。

愛知県

12月24日 頑張ってください！ 和歌山県

12月24日 地方の元気を応援します 東京都

12月24日
セイコーマートの牛乳を飲んでいます。その牛乳の採取地なので 親しみ
がわきました。

茨城県

12月23日 北海道にはいったことがないのでぜひ行ってみたいです！ 大阪府

12月23日
プリンが好きなので買ってみました。美味しかったら再度寄付させていた
だきます。美味しいプリンができますよう応援しています。

東京都

12月23日
サロベツ原野は一度は行ってみたいと思っています。社会人となってか
らは、北海道を訪ねる機会が有りませんが、是非旅行を計画したいで
す。

神奈川県

12月23日 ご苦労様です、ふるさと納税で町が活気づくのを期待しております。 秋田県

12月23日
妻が北海道に住んでいたことがあり、北海道の食の良さをよく聞いていま
す。鹿肉は北海道ならではなので、ご提供いただけありがたいです。

京都府

12月23日 ふるさと納税を通じて初めて知りました。 いつか行きたいと思います。 東京都

12月23日 これからも　美味しい牛乳やアイスクリームを作ってください 石川県

12月23日
おいしくて安心な食で、元気な町になっていただきたいと思い、応援させ
ていただきました。

東京都
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12月23日
毎年バイクツーリングで豊富温泉に立ち寄っています。 一度宿泊して温
泉でゆっくりしてみてみたいです。

奈良県

12月23日 がんばってください 東京都

12月23日
この機会を縁と考えています。 素晴らしい縁は自分が作るもの。 これか
らよろしくお願いします。

福岡県

12月23日 子供たちのために活用してください 大阪府

12月23日
毎年夏に札幌を地点として旅行してます。 来年、稚内方面にぜひ一度
行ってみたいと思っているので豊富町も行ってどんなところか見てみたい
です。

東京都

12月23日
またいつか訪問したいです。さらに町が発展されるよう頑張ってくださ
い！

茨城県

12月23日
意欲的な取組を行い、地域の活性化に向けて力を注いで下さい。応援
してます。

東京都

12月23日
　自然の景観をこれからも、次世代に残していって下さい！応援していま
す。皆さん、頑張って下さい！

埼玉県

12月23日 北海道の特産品これからもバラエティーにとんだ品々を期待しています。 埼玉県

12月22日
以前、北海道で勤務しておりました。厳しくも美しい自然環境の保全に役
立つことができれば幸いです。

宮城県

12月22日 寒さに負けず頑張ってください。 東京都

12月22日 是非、「湯上がり温泉プリン」の旅館にも泊まりに行ってみたいです！ 東京都

12月22日
二度程短時間ですが訪れたことがあります。 冬場の産業の育成等に活
用頂ければと存じます。

東京都

12月22日 美味しいジンギスカンをこれからも楽しみにしてますー！ 東京都

12月21日 応援しています 宮崎県

12月21日
20年ほど前になりますが、バイクで北海道1周しました。サロベツ原生花
園からの利尻岳の風景は今でも目に焼き付いています。

東京都

12月21日 北海道出身としてこのようなご縁が出来たこと，嬉しく思います 東京都

12月21日 北海道にジンギスカン食べに行ってみたいです！ 三重県
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12月21日 福祉介護にぜひ役立ててください。応援しています。 東京都

12月21日 寒いですが頑張ってください！ 大阪府

12月21日
3度目の寄付、最後の控除枠は、今年度一番のお気に入りの温泉にしま
した。 色々温泉の素は試しましたが、つるつる、ポカポカになるのはこの
豊富温泉が一番です。

兵庫県

12月21日 これから寒さ本番、みなさん、お体にお気をつけてお過ごしください。 広島県

12月20日
豊富町の町営レストランで食べたジンギスカンの味が忘れられません。ま
た食べたいなあ。

埼玉県

12月20日 これから、厳しい季節になりますが頑張って下さい。応援しています。 茨城県

12月20日
オオカミを悪者にした結果、全国的にシカによる被害が多くなっていると
思います。もっと身近のスーパーの店頭に鹿肉が並べばいいのになぁ、
と思います。頑張ってください。

大阪府

12月20日 夫が豊富町生まれです。ふるさとを応援しています。 大阪府

12月20日 いつか花いっぱいのサロベツ原野を見に行きたいです。 愛知県

12月20日 地方の振興に頑張ってください。 神奈川県

12月19日 セイコーマートの牛乳おいしい！ 北海道

12月19日
豊富温泉に湯治に行く予定です。湯快塾もこの対象に加えていただきた
い。

北海道

12月19日
いつか訪れてみたいと思います。魅力的で貴重な自然環境をいつまで
も残して行ってください。

神奈川県

12月19日
友人が湯治で定期的に豊富に行ってます。 快適な湯治環境の整備に
役立ててください。

千葉県

12月19日
寄付を子供たちのためにお役立てください。 地域の活性化に期待して
います。

大阪府

12月18日 酪農の特産品でまちを元気にしてください！！ 愛知県

12月18日 宗谷北線存続に頑張りましょう。 愛知県

12月18日
牛乳ソフトクリーム、おいしそうですね。 昔、仕事で北海道にしょっちゅう
行っていたことを思い出しました。

神奈川県
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12月18日 豊富町の発展に役立ててください。 岐阜県

12月18日 楽しみに待ってます。 愛知県

12月18日
子育て支援などを充実させ、住み良い、未来ある街づくりを頑張ってくだ
さい。

千葉県

12月18日 伺ったことはありませんがこのご縁でいつか遊びに行きたいです。 東京都

12月18日 住みやすい街づくりを応援したいです。 東京都

12月18日 特産品が魅力的で、一度行ってみたいです。 東京都

12月18日 牛乳がとてもおいしです 北海道

12月18日 町の益々の発展をお祈りいたします 京都府

12月18日 大自然をいかした地場産業応援しています。 大阪府

12月18日 娘(大学生)が北海道にいる間に、豊富温泉に行きたいです。 富山県

12月18日
サロベツの自然が忘れられません。 これからも豊かな自然を守りつつ、
地域発展を祈ります。

東京都

12月18日
北海道には、まだ２回しか訪れていないので、冬は寒さが厳しいので春
になったら、また旅行したいと思っています。その時は豊富町にも行って
みたいので、どこかお勧めの場所があれば教えてください。

福島県

12月18日 天然ガス事業、頑張ってください。 奈良県

12月18日
北海道の北の先、一度も訪れたことはありませんが、温泉旅行で訪れた
いです。

愛知県

12月18日 豊富町のますますのご発展を心よりお祈りします。 京都府

12月18日 これからも楽しみにしています 東京都

12月18日 美味しいチーズ楽しみにしております！ 千葉県

12月18日 これからも応援してます。頑張ってください！ 東京都
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12月17日 ジンギスカン大好きです。楽しみです。 東京都

12月17日 雄大な自然の北海道、遠くから応援しています。 愛知県

12月16日
豊富町のジンギスカンが大好きです。 豊富町の皆様のご多幸と、町のま
すますのご発展をお祈りしております。がんばってください。

東京都

12月16日
鹿肉も興味ありますが、とりあえずは、温泉で。 主人がアトピーなので期
待。

奈良県

12月16日
ふるさと納税・・気になりつつも何もしないままこれまできました。ＳＮＳで
フレーバーバターを知りその流れでここまで辿り着きました。おかげで豊
富町の存在も知る事ができました。

秋田県

12月16日 豊富町へ一度訪れてみたいと思っております。 岐阜県

12月15日 豊かな自然をいつまでもお願いいたします。 北海道

12月15日 自然環境を守ってください。 神奈川県

12月15日 豊富町、がんばれ！ 東京都

12月14日 北海道の乳製品、大好きです。 これからも応援しています！ 東京都

12月14日
豊富町の発展に少しでもお手伝いが出来れば幸いです。 おいしそうな
チーズが届くのを楽しみに待っています。

兵庫県

12月14日 豊富町の産業振興を応援します。 埼玉県

12月14日 地方が輝いてほしいです！ 頑張ってください！ 東京都

12月14日 アイス美味しかったです 長崎県

12月14日 微力ながら何度か訪ねた豊富町を応援したく、ご寄付申し上げます！ 静岡県

12月14日 がんばってください 石川県

12月14日

豊富町、調べてみると 遠い北海道の上の方、北海道は、2度 旅行に
行った事がありますが、上の方は行った事がないなぁ。 寄付をした所が
どんなところなのか とっても興味が湧きますね❤ 旅行で訪れたい気持ち
になります。ジンギスカンも 愛媛では、あまり食べないので  美味しかっ
たら いいなぁ。寒い所ですが、頑張ってください。豊富町の発展を 応援
致します。

愛媛県

12月14日
10代の頃、旅のさなかにサロベツ原野を訪れ大自然の 中で生きる皆様
に感銘を受けたことがありましたので 寄付により応援させて頂きます。

東京都
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12月13日 小さい時、サロベツ原野行きました！いももちが、美味しかった。 大阪府

12月13日
自分の生まれ育った北海道を応援しています。 若い時近郊に転勤で住
んでいました 豊富温泉にも何度か行きました 懐かしいです。

北海道

12月13日
私もアトピーに悩んでいました。 遠くてなかなかですが、機会があれば是
非訪れてみたいと思っています。

愛知県

12月13日 頑張ってください 大阪府

12月13日 地方の活性化を応援してます。 埼玉県

12月12日
北海道を訪れた際に大自然のすばらしさを体感いたしました。都会には
ない自然を大切にしていきたいと思っています。

東京都

12月12日
スキーなど、オリンピック選手が育つような環境に少しでも役立っていた
だければと思います。

東京都

12月12日 町のHPを拝見しました。 ぜひ一度遊びに行きたいと思いました。 大阪府

12月12日

就職するまでの約20年間北海道に住んでおりました。大学時代はとよと
み牛乳をたくさん飲んでいました。牛乳がおいしいので、アイスもおいし
いだろうな～と思って申込みさせていただきました。 酪農家の皆さん、こ
れからもおいしい牛乳をたくさん提供してください＾＾

東京都

12月12日 住民の豊かな生活のために頑張ってください。 東京都

12月12日 始めてふるさと納税するのですが、1番にここのソフトを選びました！ 香川県

12月12日 今度ぜひ訪れてみたい場所になりました。 神奈川県

12月11日
北海道を旅行するのが大好きです。 暖かくなったら豊富町に行ってみた
いです 観光客に優しい街作りを期待しています。

東京都

12月11日 寒さが厳しいと思いますが、お体ご自愛しながら 頑張ってください。 茨城県

12月11日 いつか行ってみたいです。地域の盛り上げ頑張ってください。 愛媛県

12月11日 貴町の今後益々の発展に期待します。 茨城県

12月11日 よりよい乳製品生産お応援してます。 神奈川県

12月11日 すこし遠そうですけど温泉、行ってみたいです。 愛知県
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12月11日
実家のある北海道稚内を離れてもう35年。 頑張って良い街づくりに活用
して下さい。

東京都

12月10日 旅行に行きます！！ 愛知県

12月10日

私は47歳ですが、乾癬という病気を10歳の頃から患ってきました。病院
へ行っても治らなかったのですが、昨年より温泉水を購入し、浸かるよう
になって劇的に体調が良くなりました。本当に豊富温泉、豊富町のおか
げです。いつまでも豊富町が栄えますようにお祈りいたします。

広島県

12月10日 娘がアトピーなので、いつか豊富温泉に行ってみたいです 大阪府

12月10日
遠方なのでなかなか行かれませんが、 機会があったらぜひ訪れたいと
思っています。 寒い季節ですがどうかご自愛ください。

神奈川県

12月9日 少額ではありますが、活力あふれる街づくりに役立ててください。 神奈川県

12月9日
鹿の頭数調整に賛成です。山や湿原を荒らされないようにするために、
食べる選択が良いのではないかと思っています。

茨城県

12月9日 少子化対策をお願いします。 兵庫県

12月9日
二度目です。豊富の皆様、冬に備えてお体に気を付けてお過ごしくださ
い。

東京都

12月9日
子供時代を幌延で過ごし、豊富温泉にはよく行きました。 懐かしいで
す。 頑張って下さい。

東京都

12月8日 一度行ってみたいです。よりよい街を作ってください。応援しています。 大阪府

12月8日
昔稚内にすんでいました 豊富温泉行ったことあります 酪農家の皆さん
いつもありがとうございます

北海道

12月8日 微力ながら応援してます。 静岡県

12月8日 自然を残してください。 東京都

12月8日
一度旅で行きました。 広大な自然は私たち日本人の財産です。 自然環
境を守り、未来を担う子どもたちに残してください。

沖縄県

12月8日
今年の夏に1か月北海道で出張がありお邪魔しました。また美味しい料
理が食べたいです。

愛知県

12月8日
珍しい食品で興味深いです。 こうした特産品の取り扱いを期待しており
ます。

岡山県

12月8日 豊富町の地場産業の発展をお祈りしています。 東京都
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12月7日
去年も寄付させていただきました。 日本の牧農の発展の一助になればと
思います。

静岡県

12月7日 頑張れ～豊富町！ あと、良い名前ですね。 熊本県

12月7日
初めてのふるさと納税です。 学生時代、自転車で北海道を旅した際に
豊富町を走りました。 花が咲き誇る、 その広大な光景が印象に残ってい
ます。 応援の納税です。

栃木県

12月7日
アイス美味しそうです。またアトピーに効果のある温泉があるとのことで、
ぜひ訪ねてみたいです。

東京都

12月7日 そんなに美味しいアイス　食べてみたいです。 愛知県

12月7日 ジンギスカンすきです 東京都

12月7日 いつか旅行で訪問してみたいと思っています。 埼玉県

12月6日 鹿肉に引かれちゃいました・・・。 三重県

12月6日
北海道を訪れる機会にはなかなか恵まれませんが、豊富町のとても美し
く厳しい自然に魅かれました。些少ではありますが、自然環境保全にお
使いいただければ幸いです。

福岡県

12月6日 ふるさと納税で豊富町と名産を知りました。 大阪府

12月6日
サロベツ原野がとっても自然豊かで、よかったです。豊富町も一度立ち
寄りましたが、人情豊かな街で大好きな街の一つになりました。今後も、
応援しますね。

埼玉県

12月6日

家族のアトピーがひどいので何か良いものはないかと探していたところ豊
富温泉を知りました。日本の最北端に近い場所なので、なかなか通うの
は難しいですが、化粧品や温泉水も販売されているとのこと！アトピーに
苦しんでいる方はたくさんいらっしゃいますので今後もぜひこの取り組み
を続けていただきたいです。微力ながら応援できればと思っています。

宮城県

12月6日
サロベツの風景はいつ見ても感動します。ほんの少しですがお役に立て
ればと思います。

東京都

12月6日 おいしい自然のものでこれからも頑張ってください。 愛知県

12月6日 北の国で頑張れ。 大阪府

12月6日
北海道は大好きです。1999年から毎年１週間程レンタカ-で廻っていま
す。何度行っても感動します。乳製品とても美味しいです。　頑張ってく
ださい、

福岡県

12月5日 がんばれ！！ 愛知県

12月5日 少ないですが、お役に立てればと思います。 神奈川県
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12月5日 今回初めて知った町です。一度立ち寄ってみたくなりました。 愛知県

12月5日
孫がアトピーで苦しんでます。何かないか探していたら、ふるさと納税の
お礼の品にあり、寄附を決めました。 一度温泉も訪れたいと思います。

茨城県

12月5日 お役に立てて頂ければ、幸いです。 東京都

12月5日
バイクで旅した時に立ち寄った温泉がとても印象に残っています。また
行ってみたいです！

兵庫県

12月5日 アトピーに効果があったら感謝です。 福岡県

12月5日 豊富町の発展に微力ながら協力させていただきます。 埼玉県

12月5日 豊富町の教育・産業発展に少しでもお役に立てば幸いです。 神奈川県

12月5日
30年くらい前、北海道旅行していた時に、豊富温泉に行きました。とても
印象深く想い出として残っています。少しでもお役に立てばと存じます。

三重県

12月5日 未来の子供達のために！ 栃木県

12月4日 住人の方々　仲良く健やかに地元で過ごされますよう。 東京都

12月4日 未来を担う子どもたちのために役立ててください 新潟県

12月4日
以前に工房レティエと温泉ホテルを訪ねて、大満足の観光をしました。い
つまでも素敵な街であって欲しいと願い、ささやかながらご寄付申し上げ
ます。

静岡県

12月4日
ますます美味しいものをいっぱい届けてくださる地域となられることを応
援しています。そのためにも、恵まれた自然が守られますように。

神奈川県

12月4日

鹿肉ジンギスカン、ぜひ食べてみたいと思い、今回わずかばかりですが
寄付させていただきます。  これからの季節、こちらでは想像もつかない
ほどの寒さだと思いますが、皆さまどうぞ風邪などひかれずにお過ごし下
さい。

東京都

12月4日
豊富町の酪農を応援します。美味しい乳製品づくりをこれからも頑張って
ください。

茨城県

12月4日
豊富町は何度か観光や温泉で数年前に行きました。日本海側の道路か
ら見る夕日はとてもきれいだったのを覚えています。

北海道

12月4日
一昨年キャンピングカーで伺いましたが、自然いっぱいのいい所でお世
話になりました。 益々のご発展を希望したいです。

兵庫県

12月4日 道北の地域振興を応援します。 愛知県
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12月4日
北海道に行ったことがありません。いつか行ってみたい気持ちも込めて、
今年初めてふるさと納税してみます。町政運営の一助となれば。

東京都

12月4日 子供たちが誇れる街づくりを期待しています。 神奈川県

12月4日
いつもサロベツ牛乳を美味しく頂いています。北海道の酪農を応援した
いです。ソフトクリーム、楽しみにしています。

愛知県

12月4日
ふるさと納税のおかげで今まで知らなかった全国の市や町とのご縁がで
きました。いつかそれぞれ訪れてみたいです。

埼玉県

12月4日 自然豊かな分、厳しい面もあるかと思いますが、頑張ってください。 千葉県

12月4日 ガンバレ！豊富町！ 神奈川県

12月2日
行った事のない北海道の食材で少しでも気分を味わえたらと思っており
ます。  豊富町、聞いたことない所ではありますが、きっと自然豊かな場
所なんでしょうね。  色々想像膨らましながら、応援しています！

埼玉県

12月2日
この度はお世話になります。 微力ではございますが貴豊富町のお役に
たてれば幸いです。

広島県

12月2日
今まで知らない町でしたが、特産品を見ると、自然豊かな町なのだろうな
と思います。自然を残しながらも、町の発展を応援します。

山口県

12月2日 これからも自然豊かな町づくりを頑張ってください。 千葉県

12月2日 アトピーで悩んでいる人を助けてあげて下さい。 長野県

12月1日

学生の頃と数年前に再度北海道を車で回る際に寄らせていただきまし
た。たぶん、サロベツ原野だったと思うのですが、その雄大さに感動した
のを覚えています。またいつかあの景色をもう一度見に行きたいと思いま
す。

東京都

12月1日 北海道豊富町、寒いと思いますが、頑張って下さい。 福島県

12月1日 自然の中で、たくさんの子供達が健やかに育つことを願っています。 東京都

12月1日
日本で二番目？に北の街ですね。たくさんの寄付が集まるとよいです
ね。

神奈川県
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