
平成２７年度ふるさと納税　応援メッセージ

7月31日 豊富町のご発展をお祈り申し上げます。 神奈川県

7月28日
北海道は旅行先としてとても好きな土地なので、これを機に豊富町にも
いってみたいと思いました。 これからも都会ではできない美味しいもの作
りを頑張ってください。

神奈川県

7月26日
届く日を楽しみにいております。 町の活性化のために、寄付金が使われ
ることを切に願っております。

神奈川県

7月25日
初めて納税します。家族で楽しみにしています。どうぞよろしくお願いい
たします。

東京都

7月24日 美しく、素晴らしい街でありますように。 宮城県

7月23日
とてもよい制度ですし、これからも利用してみたいと思っています。頑
張って下さい！興味がある人がいたら、紹介したいです。

北海道

7月22日
北海道の特産品らしいものを頂けて楽しみです。生ものを２回に分けて
の発送という心遣いも嬉しいです。

兵庫県

7月22日 地域活性化にお役立てください。 愛知県

7月21日
豊富町(サロベツ)は2年に1度の北海道旅で必ず訪れる町です。豊富町
の発展・サロベツ原野の保全のために寄付させていただきます。

大阪府

7月20日
札幌には4年住んでいましてその頃豊富町のあたりも訪れました。 北海
道のソフトは最高ですね。北海道どんどん、応援します。

京都府

7月19日
今年、数年ぶりにサロベツ原野や豊富温泉を訪問しました。 少しですが
お役立ていただければと思います。

大阪府

7月18日
幼稚園の孫がアトピーで可哀想です。夏休みに親達は湯治、孫達は治
療に出かけたいと思います。

北海道

7月17日
特産品を拝見していたら、おいしそうなものばかりで、ぜひ遊びに行って
みたくなりました！

大阪府

7月16日
I love 北海道　です。 サロベツ国立公園の広々とした風景に感動した記
憶が蘇ります。応援しています、頑張って下さい。

愛知県

7月16日 一度は訪れてみたいです。 秋田県

7月15日
20代のころにみた利尻富士はとても印象的で忘れられませんでした。機
会があればぜひとも再訪したい。豊富牛乳の味が忘れられず暑い大阪よ
り初めてふるさと納税というものを申し込みました。

大阪府

7月15日 今のままの豊富町もとても魅力的です。また遊びに行きます。 東京都

7月14日 これからもお付き合いができれば幸いです 和歌山県
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7月13日

7月17日から6日間豊富温泉に娘、孫達と行く計画をしております。 た
だ、台風の影響で飛行機が飛んくれるかが心配です。 ふるさと納税で温
泉関連のお礼のお品を頂き、孫のｱﾄﾋﾟｰがずいぶんと緩和いたしまし
た。ありがとうございました。 本場の温泉を楽しみにしています。

兵庫県

7月12日 いつか訪れてみたいと思っております！ 神奈川県

7月12日 頑張ってください。 愛知県

7月12日 これをきっかけに　豊富町に興味を持って応援させていただきます。 兵庫県

7月12日 北海道を離れて１５年、ジンギスカンは我がソウルフードです。 大阪府

7月9日 行ったことのない北海道に想いをはせて、いつか行けますように！ 奈良県

7月8日
生まれが北海道で、家族も北海道にいるため、北海道でのふるさと納税
先を探していました。少額ですが、地域医療に役立てたらいいです。

秋田県

7月7日 はじめてふるさと納税します。 いいきっかけになればと思います。 岡山県

7月7日 頑張ってください。 愛知県

7月6日 隠居したら住んでみたい． 大阪府

7月6日
親族宅でジンギスカンをいただきました。 とても美味しかったので、今回
申し込みました。

東京都

7月5日 以前、知人を訪ねて訪れたことがあります。懐かしい思いがします。 富山県

7月5日
25年前に北海道へバイク旅行した時に、豊富町のファームでお世話に
なったことがあります。 その時のお礼に。

兵庫県

7月4日 家族のアトピー治療で保湿剤を使用してみたい 石川県

7月4日
豊富町には行ったことがありませんが、機会があれば、自然たっぷりの土
地を訪れたいと思います。

福井県

7月4日
はじめてのふるさと納税です。魅力的な特産品から豊富町に決めまし
た。自治体の発展につながれば幸いです。

大阪府

7月3日 嫁ぎ先の娘からの希望 三重県

7月3日
北海道は大好きですが、まだ豊富町へは行ったことがありません。いつ
か行きたいと思っています。

東京都
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7月2日 何かのお役に立てれば幸いです。 千葉県

6月30日 一度是非豊富町に伺ってみたいです。 東京都

6月30日 北海道の活性を応援しています！ 千葉県

6月29日
　７月１８日から道北を旅行します、その時の宿泊地を探している時に見
つけました。サロベツは夕日が美しと聞きます、楽しみしてます。宿はホ
テル豊富に予約を入れました、よろしくお願い致します。

東京都

6月29日 7月の旅行を楽しみにしています。 東京都

6月29日
微力ですが地域活性にお役に立てれば幸いです。 また寄付させていた
だきます。

京都府

6月29日

札幌に実家がありますが、未だ豊富町にはお伺いしたことが無いです。
というか町の名前も知らなかったです。牛やホエー豚やチーズなど大変
魅力的です。多分ふるさと納税でも人気なのではないでしょうか？ 商品
を絞ってアピール次第で町おこしできると思います。期待しております。

神奈川県

6月28日 地域に役立ててください 奈良県

6月28日 お盆休みに観光で行きます！ 楽しみにしています。 東京都

6月28日 牛乳おいしいです。頑張ってください 埼玉県

6月28日 北海道へ行く機会があれば、ぜひ訪れてみたいと思います。 大阪府

6月28日 これからもがんばってください！ 埼玉県

6月27日  豊富町は夫婦で旅行で訪れてみたい場所です。 兵庫県

6月27日
北海道が大好きで、何度か旅行しているのですが、未だ豊富町には行
けて無くで残念ですが、応援しています！！

東京都

6月27日 応援しています。 大阪府

6月26日 がんばってください！！ 神奈川県

6月26日 サロベツ原野へは、一度訪れてみたいと思っています。 東京都

6月26日 自然環境保全を応援します。 東京都
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6月26日
私は尋常性乾癬で長年辛い思いをしています。 以前サロベツに行った
ときは豊富温泉が皮膚に良いことを知りませんでした。 惜しいことをした
と思っています。 次回はぜひ湯治でいきたいと思います。

東京都

6月26日
今年の3月まで札幌に住んでいました。豊富町の牛乳おいしかったなぁと
思いだし、今回チーズをお願いしました。 これからも美しい自然の保全と
おいしい乳製品の提供をお願いします！

広島県

6月26日
アトピー体質なので、前から一度訪れてみたいと思っているので 楽しみ
にしています。

埼玉県

6月26日
北海道に旅行に行って素晴らしかったので北海道の中から特産品で選
びました。

京都府

6月25日
北海道とのつながりは、大学生活を札幌で送ったことです。今は道外に
住んでいますが、いつかは出かけたいと思いますね。

茨城県

6月25日
初めてふるさと納税をさせて頂きます。これからも応援させて頂きたいと
思います。

大阪府

6月25日

税金が高くなり、庶民は生きにくくなっています。 わずかな年金から国
税、市民税、国民保険、介護保険、消費税とかかります。 そこで、ささや
かなふるさと納税制度で美味しそうなチーズをお願いしたく申し込みまし
た。よろしくお願いします。

愛知県

6月25日 北海道旅行の際に寄ってみたい場所です。 山口県

6月25日 今度行きます 兵庫県

6月25日 これからも町の個性を強く出して、頑張ってください！ 東京都

6月25日 また応援したいです 兵庫県

6月23日 子供のために、将来北海道への移住を考えています。 東京都

6月23日
ジビエも興味がありますが、まずは既成品を試してみたいです。楽しみに
しています！

千葉県

6月22日
以前、豊富という地名の場所に住んでいたことがあります。 そのため、豊
富町に旅行したいと思っていますが色々忙しく、まだ訪問できておりませ
ん。 町が今以上に活気づくように応援させていただきます。

千葉県

6月22日 今後も地域振興に期待してます。 北海道

6月22日 是非もう一度旅行で訪れたいと思います。 岐阜県

6月22日

息子が貝が好きで、ホッキ貝を食べたいというので申し込ませていただき
ました。不純な動機で申し込んですみません。私にホッキ貝が料理でき
るのか、食べきるまで日持ちがするのか、少し不安ですが、ちゃんと食べ
られるようにできるだけ頑張ってみたいと思います。

大阪府

6月22日
豊富町の酪農や漁業など盛んな地域で新聞やテレビで知ってはいます
が札幌からは距離も遠くなかなか訪れる事ができないのでふるさと納税
で応援したいなと思いました。

北海道
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6月21日
故郷が旭川なので、北海道には愛着があります。地元発展のためと特産
品をということでお願いいたします。

静岡県

6月21日 応援しています！ 宮城県

6月21日
豊富温泉のホームページも拝見しました。のんびり過ごせそうで、とても
魅力的です。今度旅行で訪れてみたいなあと感じました。

神奈川県

6月21日 幌延町に知人がおり、数回豊富町を訪れております。 青森県

6月21日 今回お世話になります。 神奈川県

6月21日 添加物の少ない地場生産物を応援しています。 神奈川県

6月20日 高齢者医療の充実を願います。 鹿児島県

6月19日
鹿の食害は全国的に深刻化しています。少しでも貢献したいと思いま
す。

栃木県

6月18日
北海道は大好きな旅行先です。今年もまた訪れるのを楽しみにしていま
す。

兵庫県

6月18日
豊富小学校の官舎前の木が、あの頃と変らずあった事が嬉しかったで
す。元気な子供たちが育っていく事を願っています。

北海道

6月15日 地方が活性しないと国はもたない 京都府

6月15日
アトピーに良いそうなので温泉に行ってみたいのですが遠いのでまず試
してみて良ければぜひ行ってみたいと思います。

沖縄県

6月14日
前回の特産品がとても美味しく家族に好評だったので、もう一度応援寄
付させていただきます。

大阪府

6月14日 たくさんの特産物のある豊富町。ぜひ一度訪れたいです。 愛知県

6月14日
ふるさとチョイスで温泉水のことを知りました。子供がアトピーなので、豊
富温泉に興味を持ちました。

神奈川県

6月13日 自然保護や産業の支援になればうれしいです。 東京都

6月13日 子供への投資こそが、未来への投資です！教育支援をお願いします。 埼玉県

6月13日 いい地名だなぁと思いました。訪れてみたいです。 埼玉県

6月13日
ふるさと納税を初めてやります。いつか行ってみたいと思い選ばせてい
ただきました。

東京都
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6月11日 寄付金で少しでも町の役に立てたらうれしいです。 千葉県

6月11日 いつか 訪れたい場所です。 大阪府

6月11日
７月上旬に豊富町へ訪問予定です。その際温泉宿泊助成券（25,000円
分）を使用したいと考えております。よろしくお願いいたします。

神奈川県

6月9日
縁もゆかりもありませんが、この寄付を機会に豊富町に興味を持ちまし
た。

兵庫県

6月9日
今回初めて町の名前を知りました。北海道にはよく行くので、豊富町に
行ってみたいと思います。

大阪府

6月9日 アトピーに効くといいなと思いました。いつか訪れてみたいです。 愛知県

6月8日 いつかまた訪れたいと思います。 千葉県

6月7日
昨年サロベツ原野を訪れました。最北の地にあんな広大な湿原が広がっ
ていることに驚きました。また行きたいと思っているので、大変だとは思い
ますが、しっかり管理維持を進めて頂ければと思います。

神奈川県

6月7日
生協でこのプリンを知りました。香川の知人にも是非食べさせたくて申し
込みました。

北海道

6月6日 いつか遊びに行きます。 愛知県

6月6日 美しい自然を残すようにしてください。 愛知県

6月5日 頑張れ！！豊富町 広島県

6月4日 地域医療・介護に役立てて下さい 大阪府

6月3日

妻の実家（羽幌町）から近いので、何度か豊富温泉に入浴した。 石油臭
のする黒っぽい湯だが、つかってみると、よくあたたまると温泉だと記憶し
てます。又、サロベツ原野のエゾカンゾウの花が、広大な湿原を黄色に
埋め尽くす光景が今でも脳裏に残っています。 自然景観の保全宜しく

北海道

6月2日
豊富町にしかできない取り組みを全国に発信して下さい。 きっと訪問さ
れる方が増えると思います。

京都府

6月1日 北海道だいすきです！ いつか旅行で遊びに行きます 東京都

6月1日
父は北海道出身で北海道の色んな所に興味があるのですが豊富町に
ついて何も知りません。色んな方面から町をアピールしていってくださ
い。この機会に私も豊富町を応援していきたいと思います。

岐阜県

6月1日 街づくりの一部に役立ててください。 北海道
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6月1日 今度は家族で伺います 大阪府

6月1日
少ない金額ではありますが、豊富町の未来のために活用していただけれ
ばと思います。

埼玉県

6月1日 一助になれば幸いです。 三重県

6月1日
アトピーなどに効く温泉があり、農産物、チーズなど特産品が豊富なまち
だと知り、とても魅力を感じました。 今回を機に、旅行で訪れてみたいで
す。

東京都
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