
平成２８年度ふるさと納税　応援メッセージ

11月30日 いつか、訪れたいと思います。 愛知県

11月30日 夏に豊富町に旅行で行きました。また行きたいです。 神奈川県

11月30日 牛さんと牛さんを大切に育てている皆様に感謝します。 神奈川県

11月30日
アトピーのひどい孫の為に3回目のふるさと納税です。いつか連れて行き
たいです。美しい自然も見せてあげたい。

東京都

11月30日 いつもおいしい牛乳をありがとうございます^_^ 北海道

11月30日 子供達のために役立ててもらえたら嬉しいです。 頑張ってください。 群馬県

11月29日

20年以上前、学生時代に夏休みのサロベツ原野でアルバイトしていたと
きに、とても親切にして頂きました。ずっとお返しをしていなかったので、
ふるさと納税をしようと思い立ちました。その節は大変お世話になりました
m(__)m

東京都

11月29日 酪農振興にお役立て下さい。 三重県

11月29日 少子化、子育て支援に使っていただければ嬉しいです。 千葉県

11月29日 工藤町長　応援しています。頑張って下さい。 東京都

11月29日 子供たちの未来によろしくお願いします 神奈川県

11月29日
小学生の皆さんが書いた「愛」、素晴らしかったです。愛のある皆さんを
応援したいと思います。

千葉県

11月28日 将来への投資にご使用下さい 東京都

11月28日
普段は、おいしいジンギスカンを食べることができませんので、リピートさ
せていただきます。 家族も大のお気に入りです。 これからもがんばって
続けて下さい！

京都府

11月28日 地域復興のために頑張ってください。 広島県

11月28日
子どもがアトピー気味のため、とても助かります。 いつか温泉に家族でお
伺いしたいと思います。 微力ながら応援しております。

東京都

11月27日 良い街づくりを期待しています 愛知県
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11月27日
豊富町の温泉に大変興味を持ちました いつか旅行でお邪魔したいです 
 おいしそうなソフトクリーム期待しています 酪農頑張ってください

愛知県

11月27日
いつもセイコマートのマークの入ったサロベツ牛乳を飲んでいます。おい
しいです。

埼玉県

11月27日 人々が安全に暮らせるまちづくりをお願いします。 愛知県

11月27日 とても美しい町なので、一度訪れてみたいです。 東京都

11月27日
アトピーに効く温泉に一度入りに行きたいですが、遠くてなかなか伺う事
ができません。今回の返礼品は本当にありがたいです。

岐阜県

11月27日
わずかな額ですがお役立て下さい。 いつも美味しい乳製品を有り難うご
ざいます。

長野県

11月27日

今年と昨年にさろべつ原野を訪れました 毎日サロベツ牛乳を飲んでい
ます 近所のスーパーで豊富町の牛乳が売っています　安くて新鮮で信
頼が置けます まちが元気で、産業が活性化することを望んでいます 第
一に雇用の場の確保ですね

奈良県

11月27日
今年１０月に豊富町を初めて訪問し、温泉を堪能しました。ぜひ再訪した
いと思っています。

兵庫県

11月27日 がんばってください！ 東京都

11月27日 寒さが厳しい季節になりましたが頑張ってください 兵庫県

11月27日
セイコーマートの牛乳、ここのなんですね！ 豊富温泉の泉質、かなりよさ
そうですね。 今度北海道を訪れるときにはぜひ立ち寄りたいと思いま
す。

愛知県

11月27日
豊富町はとても大好きな町です。わずかな寄付ですが、町の振興のため
にご活用頂けますと幸いです。

東京都

11月26日
アトピーの治療で豊富温泉を訪れたことがあり、すごく良いところだと思い
ました。もっと多くの人に豊富町のことを知ってもらえるといいと思いま
す。

神奈川県

11月26日
北海道のアイスクリームが大好きです。 こんな素敵なお品をありがとうご
ざいます。

東京都

11月26日 がんばってください 千葉県

11月26日
昨年に続き今年も納税させていただきます。ふるさと納税で豊富町が
ニュースなどで出るとおっ!！と反応するようになりました。いつか北海道
にも行ってみたいです。

東京都

11月26日 この納税を役に立ててください。 東京都

11月26日
まだ北海道旅行は行ったことがありませんが、どうせ行くならほぼ北端と
か、格別の温泉とか、とても行きたくなりました。 ふるさと納税がきっかけ
ですが、ぜひ一度訪ねてみたいと思います。

埼玉県
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11月25日
豊富町の素晴らしい自然や地域の特産品に感銘を受けて応援させてい
ただきます。 これからも美しい自然を守っていってください。 いつか豊富
町を訪れることを家族で夢見ております。

兵庫県

11月24日
豊富町のサロベツマイハートのパンとふらっときたが大好きです。もちろ
ん温泉も… 隣の町から応援しています。

北海道

11月24日
豊富町の介護・医療繁栄の為 少額ですが、お役立て頂ければ嬉しいで
す。

東京都

11月24日
自然が素晴らしいところですね。北海道は新婚旅行で南部半分を周った
くらいですが、豊富町に一度旅行で訪れてみたいです。温泉素晴らしい
そうですね。 冬の寒さは厳しそうですが、皆さん頑張ってください。

東京都

11月23日 豊富温泉の方々には大変お世話になりました。頑張ってください。 京都府

11月23日 石油風呂・セイコーマートの牛乳大好きです。 埼玉県

11月23日 豊富町がんばれ！ 兵庫県

11月23日 美味しそう！楽しみにしています。 神奈川県

11月23日 頑張ってください！ 東京都

11月23日
自転車の大会で毎年２０年ほど豊富町にお世話になっています。これか
らも続けていけるようにと納税します。

北海道

11月23日 頑張ってください。 神奈川県

11月23日
豊富温泉に訪れたいと思いつつ、遠方のため行けていません。 継続し
て環境保全をおこなっていただけたらと思います。

埼玉県

11月23日 応援しています。 山梨県

11月23日 少ないですが寄附させて頂きます。これからも頑張ってください！ 広島県

11月21日
行ったことがないのですが、もうすぐ厳しい冬ですね。みなさんお元気に
お過ごしください。

千葉県

11月20日 ぜひ役立ててください。 静岡県

11月20日 北海道の乳製品は宝です、酪農の発展をお祈りしています。 北海道

11月20日
豊富町頑張ってください。ジンギスカン鍋セットの鍋は旭川の製品なので
しょうか？地方の繁栄を心から祈願します。

北海道
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11月20日

北海道には道南しか行った事がありませんが温泉も素晴らしいとの事な
ので、これを機に豊富町へ行くとこを目的に旅行する機会をつくれたらと
思います。 美味しいホッキ貝をずっと頂きたいので、これからも頑張って
下さい！

山形県

11月20日 わずかな金額ではありますが、有効活用してください。 大阪府

11月20日 道産子です。応援しています。 東京都

11月20日 これからも美味しいアイスクリームを作って下さい。 佐賀県

11月20日 昨年ソフトクリーム食べて とても美味しかったのでまた 申し込みました😊 滋賀県

11月20日
東京在住のどさんこです。北海道の更なる発展に貢献できて嬉しいです
♪チーズも楽しみです(*^^*)

東京都

11月20日 頑張ってください。美味しくいただきます 東京都

11月19日
鹿肉を適度に消費することにより、農業被害が少しでも減少すれば幸い
です。

茨城県

11月19日
去年はレティエのアイスをお礼の品でいただきました。 とてもおいしかっ
たです。 これからも応援します。

北海道

11月19日 豊富町の子供たちの明るい将来に期待します。 広島県

11月19日
ふるさと納税をきっかけにしか肉のおいしさを知りました。 いつか大自然
を抱える豊富町にいきたいです。きっと素敵な町なんだろうと思います。
その時まで、美しい自然が保たれていますように

兵庫県

11月19日 有効活用してくださいね。 愛知県

11月19日
旅行で豊富町に行きました。とても雄大なところで、素敵でした。とよとみ
牛乳が大好きです。今度遊びに行くときは、豊富温泉に入りたいです。

北海道

11月19日 北海道はもう寒いでしょうね。体に気をつけて頑張ってください。 千葉県

11月19日 酪農業の発展をお祈りします 神奈川県

11月19日

昨年、HPでモイスチャークリームを知り、半信半疑で注文させて頂きまし
た。到着後、アトピーがひどかった子供の腕や足に使ってみた所、2か月
程度でわからないくらいまで改善！色々な医者にもいって治らなかった
のに感謝の限りです。今回は予備として注文させていただきます。ありが
とうございます。

千葉県

11月19日 町が住みよくなるのを応援しています。 北海道

11月19日
ＪＲで稚内に行く途中で止まる駅なので、親しみがあります。町の発展を
期待します。

東京都
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11月19日
北海道に行ったのはずいぶん前です。 是非ゆくりと、旅したいものです。 
雪の季節ですね。皆さん体に気を付けて！

埼玉県

11月19日 頑張ってください‼･ 京都府

11月19日
ささやかな金額ですが、豊富町の将来のために活用していただければと
思います。

埼玉県

11月17日 初めて寄付いたします。  楽しみにしております。 群馬県

11月16日
北海道には何回か行きましたが、豊富町には行ったことはありませんの
で、次に行くときには、ぜひ訪れたいと思います。

兵庫県

11月16日

アトピー性皮膚炎で悩む息子のために温泉水を試したところ、はっきりと
症状が改善してきたとはまだ言えませんが、いい感じです！ それと、よく
見たら、いつも購入する牛乳がたまたま豊富町のサロベツ牛乳でした。 
これはいつか行かなくては！と思っております。 しかし、遠くてなかなか
行けないので温泉水も毎月届くようにしてもらえたら助かります。 これか
らも応援しています！

大阪府

11月16日 道民として応援しています。鹿肉楽しみです。 北海道

11月16日
北海道の冬は大変かと思いますが、皆さん頑張ってください。 豊富を応
援しています。

鹿児島県

11月16日 地域振興のため少しですが役立ててください。 大阪府

11月15日 豊富最高！ 東京都

11月15日 頑張ってください。 埼玉県

11月15日
今年の夏に豊富町を訪れ、豊かな自然と海の力強さに感動しました。北
海道が好きになりました。また伺いたいと思います。

東京都

11月15日
故郷納税を知ってから毎回貴町に応援させていただいております。これ
からも頑張ってください。

静岡県

11月15日 皮膚炎によい豊富温泉をもっと広めて、宿泊施設を増やしてほしい。 神奈川県

11月14日 継続して頑張ってください。 福岡県

11月14日
以前からBUTTER FIELDの美味しそうなバターを食べてみたいと思って
いました。 ふるさと納税で豊富町を知る事ができ、行ってみたいと思いま
した。 ふるさと納税ができて嬉しいです。

神奈川県

11月14日
いつか家族で旅行したいと思っています。それまでは、味をたのしんで、
豊富町を感じたいと思います。

埼玉県

11月13日 この時期になると肌が乾燥して、ここの温泉水が必須となります。 東京都
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11月13日 わずかばかりですが、お役立ていただければと思います。 千葉県

11月13日
高校生の時、友人が豊富町の出身でした。 自転車の一人旅の時、豊富
町を通りかかりました。 豊富町の振興を願っています。

大阪府

11月13日 小さなご縁ですが、お力になれたならば嬉しいです。 頑張って下さい。 神奈川県

11月12日 故郷納税、有意義に使って下さい。 福岡県

11月12日 応援しています！ 神奈川県

11月12日 少しですがお役に立てればと考えております。 広島県

11月10日 地域の発展を応援しています。 東京都

11月9日
昨年もこの特産品をいただきました。 鹿肉の美味しさを知られて、町も応
援できて、うれしい限りです。

大阪府

11月9日 これからも、美味しい物を作り続けて下さい。 北海道

11月8日
２月にお願いしてとても美味しかったので、再度のお願いです。 来年６
月にキャンピングカーで北海道を周る予定です。そのときぜひ訪れて現
地で味わいたいと思っています。

東京都

11月8日
是非少子化対策、その他子供の為につかっていただければと 思いま
す！

大阪府

11月7日
先日、豊富町へ旅行に行きました。 温泉はほかの温泉地とは違った泉
質でとても気持ちよく、湯上りに食べたレティエのアイスもすごくおいし
かったです。  また機会があれば再訪したいと思います。

埼玉県

11月7日 少額ですがお役立てください。 兵庫県

11月7日 頑張ってください。 愛媛県

11月6日
私もアトピー性皮膚炎で苦しんだ経験があります。どうか同じような人が、
少しでも救われるように、湯治文化をこれからも守っていってください。

東京都

11月6日 豊富町の復興とさらなる発展を祈っております。 埼玉県

11月5日 職員の方々、無理せずにがんばってください。 北海道

11月5日 季節のアイス、前回よかったので、今回も楽しみです！ 千葉県
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11月5日 いつか豊富町へ行ってみたいと思っています。 福岡県

11月5日 少しの寄付金ですが、役立てていただければと思います。 東京都

11月5日
昭和４６年８月に、北海道旅行の際にこの町の牧場で牧草をトラックに載
せるアルバイトを１日だけしました。 千円頂きました。 しんどかったです。 
思いで深い町です。

大阪府

11月5日
これからますます大切にしていかなければならない豊かな自然を守るた
めに頑張ってください。  いつか現地に伺いたいと思っております。

東京都

11月5日
今年は豊富町を訪ね損なってしまいましたが、豊富の牛乳はしょっちゅう
飲んでいます。温泉と牛乳で健康にやさしい豊富町を今後も応援してい
ます！

静岡県

11月5日 楽しみにしています。 埼玉県

11月4日 がんばれ,北海道!! 東京都

11月4日 昨年も致しました。頑張ってください。 岩手県

11月3日 暮らしやすい町づくり頑張ってください。 千葉県

11月3日
昨年も寄付させていただきましたが、それから興味を持って情報を見させ
ていただいています。応援しています。

東京都

11月3日
昨年頂戴いたしました返礼品に感動致しました。少しですが北海道豊富
町のお役に立てればと考えております。

広島県

11月3日 毎年100マイルロードに参加しています。 豊富町応援しています！ 北海道

11月1日 微力ですがお役にたてれば幸いです。頑張ってください！ 岡山県

11月1日 アイスクリーム、楽しみにしています。 東京都

11月1日 豊富温泉の石鹸使ってます。 秋田県
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