
平成２９年度ふるさと納税　応援メッセージ

11月30日

この秋に、アイス大好きな娘が、豊富・幌延に遊びに行ってきて、とても気
持ちの良い所だと言っていました。 以前に訪問したサロベツ湿原、宮の
台の展望台、稚咲内の港、温泉、川島旅館のプリン、いろんなステキな
記憶が蘇ってきました。 町の継続にお役に立てますよう、ささやかな応援
をさせていただきます。

東京都

11月30日
妻が以前、申し込んで子供に好評でしたので、我が家としてはリピーター
です。到着を楽しみにしています。

神奈川県

11月30日 温泉でお世話になりました。 またいきたいです。 東京都

11月29日 工藤栄光町長さま豊富町振興のためお願い致します。 愛知県

11月28日
いつも丁寧な対応をしていただき、ますます豊富町が好きになりました。
これからも頑張ってください。

北海道

11月28日
いつか行ってみたい憧れの場所です。　いつまでも美しい風景であって
ほしいです。

神奈川県

11月27日
雄大なサロベツ原野の自然に圧倒されそうです。北海道に行く機会あれ
ばぜひ訪れたいと思います。

大阪府

11月27日 遠くてなかなか訪問できませんが、こうして関わることができ嬉しいです。 愛知県

11月27日 とても遠いけど、いつか行ける日がくることを楽しみにしています。 広島県

11月27日
何度か豊富温泉に行ったことがあり、娘のアトピーが良くなりました！しば
らく行ってないのですがぜひまた行きたいと思っています！

愛知県

11月27日 地場産業の振興に関する事業に貢献できれば幸いです。 兵庫県

11月27日
ボトル詰めを通じて障害者の就労支援につながっていることも すてきだ
なと思いました。 これからも頑張ってください。

福岡県

11月26日
北海道旅行でサロベツに行きました。 とても綺麗なところで、食べ物も美
味しく、大自然の豊かさを感じました。 またいつか訪れたいと思います。

三重県

11月26日 学生時代に　2回宿泊しました。 東京都

11月26日
北海道は家族で訪れとても気に入りました。豊富町もいつか訪れたいと
思っています。

滋賀県

11月26日 頑張ってください。 長野県

11月26日 豊富町の地域のために使ってください。 神奈川県
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11月26日
素敵な環境で育ったお肉で作ったソーセージを食べてみたいと思いまし
た。よろしくお願いします。

大阪府

11月26日
今回のことで豊富町を初めて知り、もっと知りたくなりました。HPも拝見し
たいと思います。

東京都

11月26日 地域活性化応援しております！ 神奈川県

11月26日
妊婦さんや産後の一人育児をしている大変な方を支えて下さい！応援し
ます。

愛知県

11月25日 ますますのご発展をお祈り申し上げます。 東京都

11月25日
北海道出身の者です。今回初めてふるさと納税します。同じ北海道民と
して応援しています！ 頑張って下さいね。

千葉県

11月24日
北海道が大好きです。豊富町には行ったことはありませんが、行ってみ
たくなりました！応援しています。

東京都

11月23日 広大な自然の風景が素敵です。 いつか訪れてみたいです。 東京都

11月23日 とても素敵な街だと思いました。 東京都

11月23日 美味しい牛乳を作ってください。応援しています。 神奈川県

11月23日
妻が応援している町で薦められました。 子育て支援に利用してくださ
い。

北海道

11月23日
ふれあいセンターで入浴後に鹿肉ジンギスカンを食べるのが毎度の楽し
みです。次はいつ行けるかなぁ。

兵庫県

11月23日 のびのびした素敵なところですね。 評判がよいアイスも楽しみです。 東京都

11月22日
これから寒さ厳しくなりますのでくれぐれもお大事にお仕事に従事なさっ
てください。

兵庫県

11月22日 いつか、サロベツ温泉に浸かりに行きたいと思います。 大阪府

11月22日 これからも大自然を活かした町づくりをお願いします。 兵庫県

11月22日
大阪からはちょっと遠いので、気軽に行けないのが残念です。 甥がアト
ピーなので、いつか連れて行きたいなと思っています。 これからもがんば
ください。

大阪府

11月21日 ささやかな金額ですが、お役に立てれば幸いです。 埼玉県

11月21日 今後も美味しいものの生産を頑張ってください。 滋賀県
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11月21日
医療、とくにリハビリかんけいにやくだててほしいです。 極寒の地域での
りハビリは大変だと思っています。 ぜんかいのへんれいひんのしかにく
がおいしかったので、今回もおねがいします。

兵庫県

11月21日 私の微々たる納税で地方の振興に役立って欲しいと思います。 兵庫県

11月20日 頑張って 東京都

11月20日 がんばってください！ 神奈川県

11月20日
こちらの町の温泉で もっともっと 日本を 特に お年寄りを元気にしてあげ
て ください！

千葉県

11月20日
以前、こちらのアイスクリームをいただきとてもおいしかったです。 豊かな
自然の中で育まれる、おいしいミルクを堪能☆

愛知県

11月19日 10年以上前に旅行に行きました。また行きたいです。 奈良県

11月19日 ありがとうございます！ 東京都

11月19日 よろしくお願いいたします。 東京都

11月19日 いつか行きたいです(^^) 福岡県

11月19日 豊富町を応援してます！ また行きたい、、というかまた行きます！^^ 埼玉県

11月19日
先日、カタラーナとチーズケーキのセットを頂きました。本当においしくて
家族全員大喜びだったので再度お願いしたいと思いました。これからも
ずっと応援しています。

福岡県

11月19日
今年も参加させていただきます。 なかなかそちらへ訪れることができませ
んが、学生時代に旅行したときの、いかにも北海道という風景を思い出し
ます。ジビエで町がにぎやかになればいいなと思います。

神奈川県

11月19日 地域活性にお役立てください。 長野県

11月19日
おいしいものやいいものが沢山あって大好きな町です。来年は定期便を
申込みしようと思います。

石川県

11月19日

役場の担当課の人達だけでなく、地元の児童や学生、団体、法人などか
らも広くアイデア等を公募してはどうでしょうか。また豊富に住んでいる町
民を巻き込んで取組みする方法など人財を活用して、益々の町の繁栄
を期待しています！

静岡県

11月18日 とっても美味しかったので、リピートです。 東京都

11月18日 高齢者にやさしいまちづくりをしてください。 千葉県
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11月18日 初めてこちらに納税します。 これからも、益々の発展に期待しています。 東京都

11月17日 シカ肉カレーがおいしそうなので寄付しました。 東京都

11月17日 楽しみにしています！ 神奈川県

11月17日 応援します。 頑張ってください！ 東京都

11月17日
いつも利用させていただいています。 美味しい鹿肉を楽しみにしており
ます。

東京都

11月17日 地域振興に役立てていただけたら幸いです。 愛知県

11月16日
初めて納税します。スイーツに惹かれて選択しました。別の市に納税す
るなんて不思議な気持ちです。どんなことにお金が使われるのかわかり
ませんが、少しでもお役に立てればと思います。

愛知県

11月15日 とってもおいしそうです。 福岡県

11月14日 アトピーに効くようで、頼もしいです。 北海道

11月14日 サロベツ原野の自然保護,維持をよろしくお願いいたします。 愛知県

11月14日
牛乳が大好きです♪ 大変な仕事だと思いますが、これからも美味しい牛
乳を使用したアイスを作って下さいね！

沖縄県

11月13日
こちらの温泉クリーム　とても良いので三回目の申し込みになります お肌
の弱い方におすすめです

大阪府

11月13日 温泉資源を生かした活性化を期待します 北海道

11月13日 美味しいアイスクリーム、いつも楽しみにしています。 埼玉県

11月13日
近くにスーパーはたくさんありますが牛乳やソフトクリームは豊富町のもの
をセイコーマートで買っています。 おいしさが違います！ これからも美
味しい乳製品を全国に届けて下さい。

北海道

11月13日 アイスがとても美味しい！豊富町頑張れ！ 北海道

11月12日 楽しみにしています！ 大阪府

11月12日
以前豊富町を訪れすっかりファンになってしまいました。 少しでもお役に
立てればと寄付をさせていただきます。 今後の発展を期待しておりま
す。

千葉県

11月12日 少子化対策をぜひ実施していっていただきたいと思います。 静岡県

4 / 11 ページ



11月12日 益々の発展を期待します 神奈川県

11月11日 昨年からのリピートです。 ソフトクリーム、とっても美味しかったです。 愛知県

11月11日 前回、食べてみて本当に美味しかったです。 神奈川県

11月11日 地域の発展のためがんばってくださいね 福岡県

11月10日 良い製品を提供されて、発展されますように。 長崎県

11月10日
いつも豊富町の美味しい牛乳を飲んでいます！ これからも美味しい乳
製品をよろしくお願いします。

北海道

11月10日

昨年お願いして送っていただいたアイスが美味しくて忘れられず、また旅
館のパンフレットも素敵でとても行ってみたくなりました！！今年もまたお
なじ商品で寄付ができるなら、、と思いお願いします。 いつか旅館に泊ま
りに行きたいです。

東京都

11月9日
ここの鹿肉は本当に美味しいです。野生だからか、食べるとエネルギー
がみなぎる感じがします。ありがとうございます。

神奈川県

11月9日
いつも美味しいアイスクリームありがとうございます。今回は定期便で、自
宅と娘宅にお願いしました。

大阪府

11月9日 北海道の自然を大切にしてください。 三重県

11月9日 頑張れ 千葉県

11月8日 サロベツ原野が好きです。 千葉県

11月7日
今年2年目のふるさと納税になります。 書類などの対応もスムーズで、特
産品も豊富なため応援させていただきました( ◠‿◠ ) 是非、未来を担う子
どもたちのために使ってください。

北海道

11月7日
前回の旅行では中川町までで引き返してしまったので、次回は豊富町に
行きたい。 アイスは夏休みに北大博物館で食べたのが美味しかったの
で、楽しみです。

長野県

11月6日
サロベツの自然を大切にし続けてください。 そのために、応援させてい
ただきます！

千葉県

11月6日
初めての寄付です。温泉のことを初めて知り、子供のアトピーに期待して
います。

東京都

11月5日 お役立て下さい。 東京都

11月5日
今年の夏に初めて豊富温泉に行きました。 素朴な温泉、とても気に入り
ました。 三重県からは少し遠いですが、 ぜひ、もう一度訪れたいです。

三重県
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11月5日 発展を祈念しております。 愛知県

11月4日 応援してます 東京都

11月4日
今夏に旅行でお邪魔しました。特徴のある温泉、美味しい牛乳、サロベ
ツ原野、非常に魅力的な場所だと思いました。

神奈川県

11月3日 素敵な街の発展を願ってます！ 大阪府

11月3日 寄付金を有効に使ってください 埼玉県

11月3日
ふるさと納税を通じて応援していきたいと思いました。機会があればぜ
ひ、訪れたいです。

千葉県

11月3日
自然豊かな北海道が大好きです。 豊富町は行ったことがないですが、
おいしそうなアイスに惹かれました。 楽しみにいています！

群馬県

11月2日 サロベツ原野の保全　頑張ってください。 愛知県

11月2日
北海道の良さを客観的に認識し、北海道らしさとして、これからも全国に
アピールしていって欲しいです。

千葉県

11月2日 自然環境維持にご尽力下さい。 群馬県

11月2日 いつまでも良い環境が続きますように 広島県

11月2日 自然豊かな町が持続的に発展していくことを期待しております。 島根県

11月2日
最高の素材と、手作りの優しさで、素晴らしい味になっていると思いま
す。 大量生産出来ないところが良いところでもありますが、都内でも通用
するクオリティだと思います。 これからも頑張ってください。

神奈川県

11月2日
温泉らしからぬ不思議な匂いですが、使用感は良好で気に入っていま
す。頑張ってください。

兵庫県

11月1日
今年もサロベツ100マイルロードで豊富温泉を利用させてもらいました。 
豊富温泉のあのつるつる感、大好きです！

北海道

11月1日 美味しいチーズを応援したいです。 東京都

11月1日 自然環境の保全に役立てていただければと思います。 福島県

10月30日 行ったことはないですが、景色を思い浮かべます。 東京都

10月30日
ふるさと納税のサイトで初めて豊富町のことを知りました。アイスクリーム
美味しそうです。 そして、豊かな自然に温泉。魅力的な町ですね。応援
します！

千葉県

6 / 11 ページ



10月30日
ふるさと納税の士幌町のコラボから豊富町を知りました。 サロベツに一度
行ってみたいと思っています。

東京都

10月29日 おいしいアイスをこれからも作ってください。 東京都

10月29日
頑張って下さい。確定申告を行いますので、証明書の送付を宜しくお願
いします。

岡山県

10月29日
セイコマートに売っている豊富町牛乳がとても美味しいのに値段が安く、
ヨーグルトの発売も楽しみにしていますが、普段コンビニをほとんど利用
しないのでスーパーでも買えるとうれしいです。

北海道

10月29日 がんばってください。 東京都

10月29日 美味しそうで楽しみです。 東京都

10月29日
とても美味しい、栄養豊富な畜産物、有難いです。 これからも農業を大
切にされてくださいね。

東京都

10月29日 頑張ってください 福島県

10月29日 温泉地の発展、期待しております。 神奈川県

10月28日 これからも頑張ってください。 東京都

10月28日 美しい自然を楽しみに、また伺います。 神奈川県

10月28日
ふるさと納税で初めて豊富町を知りましたが、豊富町の発展を応援して
います！

千葉県

10月28日
昨年に引き続き寄付を申し込みたいと思います。北海道と子供たちの未
来のために役立てていただければ嬉しいです。

埼玉県

10月28日 豊富町、大好きです！ 千葉県

10月27日 酪農がもっと繁栄することを祈ってます。 兵庫県

10月25日
北海道は 札幌にしか行ったことがありません。 ふるさと納税によって、豊
富町を知りました。 人口の少ないまちは、町外からの経済的支援は不可
欠と思います。素晴らしい環境の維持・産業の発展にお役立て下さい。

東京都

10月25日 1次産業は国の骨幹と思います。 少しでもお役に立てれば幸いです。 神奈川県

10月24日
妻が鹿肉ソーセージが大好きで、楽しみにしています。 これからも、美味
しい鹿肉の返礼品を期待しています。

兵庫県

10月24日
妻が北海道出身です。豊富町にはうかがったことはありませんが、きっと
素敵な町なのだろうな、と想像します。環境保全のためにお使いくださ
い。

東京都
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10月23日
２回目です。 御礼品とてもおいしかったで、再度申込みます。 地域活性
化に応援してます。

大阪府

10月23日 より良い町になることを祈っております。 北海道

10月23日 発展を期待しています 長野県

10月22日
夏休みのバイクツーリングで北海道にはお世話になりました。豊洲問題
で無駄金をかけ続けている東京都政に税金を払うのも癪なので、こちら
に納税させてください。

東京都

10月22日 元気なまちづくりを頑張ってください。応援しています。 岡山県

10月22日
サロベツの自然環境の保全、希少な動植物の保護、原野湿原の自然再
生を進めてください。 増えすぎたエゾシカは、みんなで美味しく頂きま
しょう。

神奈川県

10月22日 納税をきっかけに豊富町を知りました。いつか星空を見に行きたいです。 神奈川県

10月22日
チーズが大好きで是非とも食してみたく応募しました。 よろしくお願いし
ます

茨城県

10月22日
北海道といえば乳製品ですが、豊富町のことは存じ上げていませんでし
た。寄付をきっかけに、特産品だけでなく名所を知ることができました。

東京都

10月22日
　　岡山のＣＯＯＰもお店で豊富町直送のサロベツ牛乳をいつも選んで
かっています。どこもどの牛乳よりもおいしいです。 　　以前一度だけ
いったことのある豊富町をもう一度訪れたいと思っています。

岡山県

10月22日
豊富温泉にお世話になりました。その際に食べたここのお店のソフトク
リームがとてもおいしかったです。

東京都

10月22日
昨年初めて豊富町に納税した際、大変きめ細やかな対応をしていただき
嬉しく思い、このたび2度目の納税をいたしました。自然豊かな豊富町に
いつか訪れるのが夢です！

東京都

10月22日 職員の皆さん。 無理せずがんばってください。 北海道

10月21日 豊富町の発展をお祈りいたしております 北海道

10月21日

昨年も同じホッキ貝を頂きました。北海道出身者ですが、それでもこれだ
けみごとな大ぶりのホッキ貝がたっぷり入っていたのにはびっくりです。
旅行で一度行ったことがあります。微力ですが町政の一助となれば幸甚
です。これからも自然を生かして振興して下さい。

東京都

10月21日 応援します。 千葉県

10月20日 少しですが何かのお役に立てれたら幸いです。 大阪府

10月19日
豊富町はまだ行ったことはありませんが、機会があればぜひ一度は行っ
てみたい街です。 略農経営頑張ってください。

奈良県
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10月19日 孫がアトピー改善しました。また行きます。 埼玉県

10月18日
豊富温泉に行ったことがあります。とても良い温泉でした。　遠くてなかな
か行けないのが残念です。　そして、豊富町の牛乳もとても美味しいの
で、酪農と温泉で街がもっとにぎやかになればいいな、と思っています。

北海道

10月18日 アイスクリーム美味しかったです。ふるさとチョイスカフェにて。 東京都

10月18日 美味しいソフトクリームで町を豊かにしてください。 千葉県

10月17日
東京有楽町のふるさとチョイスカフェに立ち寄り、こちらの町を知りまし
た。試食させていただきとてもおいしかったです。そしてお話を直接お伺
いしてとても好感が持てたので何かのご縁と思い寄付いたします。

東京都

10月16日
サロベツには一度行ってみたいと思っていました。動物たちがいつまでも
安心して生きていけるように環境保全に役立ててください。

東京都

10月16日 少しでも豊富町の活性化のお手伝いができればうれしいです。 北海道

10月16日 町のご発展を心よりお祈りいたします。 山形県

10月15日
北海道豊富町のHPを拝見しましたが、たくさんの名産品で溢れており、
魅力ある街だと感じました！ これから益々のご繁栄を祈念しておりま
す！

東京都

10月15日
昔飲んだセイコーマートの牛乳が美味しかったのを覚えています。これ
からも美味しい乳製品を生産できる街として頑張ってください。

広島県

10月15日 豊富町のご発展を応援します。 東京都

10月15日 地域の活性化を応援しています。 神奈川県

10月15日 さすが　北海道ですね。乳製品がおいしいです。 愛知県

10月15日 豊かな自然を残しつつ発展していってほしいです。 大阪府

10月14日 寄附金を教育に活用することを希望します。 よろしくお願いいたします。 北海道

10月14日
牛さんが幸せな環境で生きているのが素晴らしいとおもいました。自然と
ともに素敵なものを作っていただけて、あありがたいです。

東京都

10月12日
セイコーマートで牛乳やアイスを買っています。 おいしい牛乳をずっと作
り続けてほしいです。

静岡県

10月12日
ふるさと納税お礼品で全国上位にランクされるなんてすごいですね。北
海道民として誇らしいです。

北海道

10月11日 懐かしいオホーツクの地。町の活性化、頑張ってください。 東京都
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10月11日
豊富温泉には稚内から通っております。 どんどん知名度を上げてくださ
い！！

北海道

10月10日
湯治パックの復活，ふれあいセンターの割引など，アトピーや乾癬などの
皮膚病の湯治で訪れる人にとってメリットのある施策をお願いします．

広島県

10月10日
この温泉水をお風呂上りに身体につけていると、乾燥肌の痒みがなくな
ります。友人にも勧めています。この資源を日本中に広めてください。

長野県

10月9日 湯治環境の充実に使って下さい。 北海道

10月9日 うまいアイスクリームを期待して待っております。 福岡県

10月9日 豊富町の発展を祈っております。 東京都

10月9日 些少ですが、地場産業の発展にご活用頂ければ幸いです。 岐阜県

10月9日 道北の酪農頑張って下さい。 北海道

10月9日
子供を産みやすく、育てやすい環境づくりにつなげていただけると嬉しい
です

栃木県

10月8日
豊富町のフェルムでソフトクリームを食べました。あのおいしさを家で食べ
られるなんて幸せです。北海道大好きです。

栃木県

10月8日
子どもたちの未来のために使って下さい。わが家でも、美味しいジンギス
カンを男児3人が美味しくいただいています。父方が道内出身、大きく
なったらぜひ皆で旅行したいと思っています。

神奈川県

10月8日
豊富には以前訪れたことがあり、大好きなところです。 自然を大切に、頑
張ってください。

岡山県

10月7日 頑張れ 愛知県

10月7日
昨年に引き続き寄付させていただきます。豊富町の発展を祈念いたしま
す。

東京都

10月7日 北海道民として応援致します。 北海道

10月7日
鹿肉ロース、ソフトクリーム初めての注文です。鹿肉の調理方法を記載し
ていただければ幸いです。どちらも届くのを楽しみにしています。

長崎県

10月6日 頑張って下さい 広島県

10月6日
私自身が子育て中なので、豊富町の子供たちのために少しでもお役に
立てばと思っています。 アイスクリーム、子供たちと楽しみにしていま
す！

京都府

10月6日
子供２人の皮膚が弱く、皮膚科通いの日々です。 このような温泉水があ
るとわかり、是非今後もこの自然源を大事にして行っていただきたいで
す。

東京都
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10月5日 生態系維持を産業として行う試みを応援します。 神奈川県

10月3日 豊かな自然を残しつつ発展していってほしいです。 大阪府

10月3日
ふるさと納税を調べている時に、豊富町のことを知りました。 たくさんの美
味しいものや魅力がある、豊かな町だなと思いました。遠くからですが、
応援しています。

香川県

10月2日
妻が北海道出身なので北海道の市町村を応援しております。 少額です
が、未来ある子どもたちのためにお役立ていただければ幸いです。

東京都

10月1日 シカ肉あじわい部会です。温泉中心に町おこしうまくいけばいいですね 北海道
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