
平成30年度ふるさと納税　応援メッセージ

11月30日 地域活性化に向けて、頑張ってください！応援しています！！ 北海道

11月30日 美味しい特産品をいつまでも作り続けてください。 東京都

11月30日 牛に関わる仕事は大変です。応援しています 北海道

11月30日
今回初めて寄附をします。 返礼品がとても美味しそうなので。  お役に立
てれば幸いです。

山口県

11月30日
初めて納税しますので、わからないことだらけなので、教えていただきた
いです。

広島県

11月29日
豊富の自然をいつか見に行きたい！豊富の地場産業を応援していま
す！

兵庫県

11月29日
以前、父娘のアトピー治療でお世話になりました。 今は、2人とも症状が
改善して生活が落ちついています。 少しでも豊富町のお手伝いと思い
寄附します。

東京都

11月29日

小学生の息子が、アトピーがひどく悪化して、湯治に伺いました。 短期
間で驚くほど回復してびっくりしました！ 顔にアトピーが出て一気に悪化
し、なす術なく、途方に暮れていたのが豊富温泉で本当に救われまし
た！ 豊富町のみなさんが、とても温かかったのも回復に繋がった気がし
ます。 これからもたくさんの方が豊富温泉で救われるよう願っておりま
す。

広島県

11月29日 美味しくて安全な食べ物をありがとうございます！ 埼玉県

11月29日
普段から牛乳をおいしく飲ませていただいています 大好きなので、応援
しています

北海道

11月28日
今後とも、酪農や農業に関してより良い商品が発信されていくことを期待
しますので、頑張ってください。

神奈川県

11月28日 地域の発展を期待しています。 東京都

11月28日 活力あるまちづくりのため、微力ながら応援させて頂きます。 宮城県

11月28日
とよとみと言えばセコマですが、青空と美味しい空気と水と牧草で育った
牛乳（乳製品）はス敵です。

石川県

11月28日 応援しています！災害に負けないで！ 埼玉県
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11月27日

長女が北海道の方と結婚したので、北海道の地理や歴史などに関心を
持つようになりテレビを見ています。北海道の中でも出来るだけ先の方の
地域を応援したいと思っています。とにかく、「偉い！」しか言葉がありま
せん。日本全国に美味しいものをありがとうございます。

神奈川県

11月27日 また応援させていただきました。 頑張ってください。 福岡県

11月27日 発展頑張ってください 埼玉県

11月27日
おいしい北海道の恵みを実家の両親にお歳暮で贈ります。災害復興を
応援しています！

埼玉県

11月27日
好きです豊富町！茨城にあるセコマで豊富牛乳を熱烈愛好してます。さ
さやかですが応援させていただきたいと思います！

茨城県

11月26日 本寄付が御自治体の発展に寄与することを祈念いたします。 岐阜県

11月26日 豊富温泉良かったです。 京都府

11月26日
リピーターです。 現地で食べるのが最高なのは体験済みです。こんな方
法で食べれるなんて幸せです。

兵庫県

11月26日
農業は国の礎、日々のご苦労もおありかと存じますが、微力ながら応援さ
せていただきます！

神奈川県

11月25日 住みやすい街にしてください。 福岡県

11月25日 北海道が好きで、各地を訪れてはふるさと納税で応援しています。 秋田県

11月25日 頑張って! 埼玉県

11月25日 街の活性化を応援してます 東京都

11月25日 豊富町を応援しています！ 千葉県

11月25日 豊富町の未来の為に、子育てを頑張ってください。 山形県

11月25日 生物多様性へのご尽力引き続きよろしくお願いします 神奈川県

11月24日 子どもたちにとって良い教育がなされるように期待します。 神奈川県

11月24日 美味しい牛乳を作ってください！！ 東京都
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11月24日 環境保護のために役立てていただきたいと思います。 山梨県

11月24日
豊富町の生物多様性地域戦略を作成し、サロベツ湿原の保全はもとより
豊富町における「人と自然の共生」について様々な取組を推し進めてく
ださい。応援します！

神奈川県

11月23日
全国唯一のすばらしい豊富温泉を広く知ってもらうための活動に役立て
てくだされば幸いです。

北海道

11月22日 また温泉に入りたいです。 東京都

11月22日 少ない額ですが、お役立てください。 東京都

11月22日
先日頂いたアイスクリーム、とても美味しかったです。今年も応援しま
す！

千葉県

11月21日
いつも丁寧な対応をありがとうございます。アイスもプリンもホッキもとても
美味しいです。これからも頑張ってくださいね！

北海道

11月21日 美味しいアイスを楽しみにしています。 北海道

11月21日 おいしい特産品をありがとうございます。頑張ってください！ 愛知県

11月20日 豊富町の医療に役立てますよう、微力ですが応援しております。 東京都

11月20日 応援してます 埼玉県

11月19日

サロベツ原野をはじめ、温泉・景観が日本一好きです。 エゾシカの食害
がひどく、海岸沿いのエゾカンゾウがかなり減ってきているのがとても心
配です。。 できれば駆除をお願いします。  また、景観や鳥への悪影響
を及ぼす風力発電増設は絶対にやめて欲しいです。風力発電は結局メ
ンテナンスに時間とお金が多大にかかるのでコスト面でも良くないかと…
(オトンルイもしょっちゅう止まっていますよね) ファンだからこその願いで
す！

千葉県

11月19日 今年三年目です。 子育て支援に活用してください！ 北海道

11月18日 豊富町、がんばれ!! いつか行ってみたいです! 群馬県

11月18日
子どもがアトピーです。豊富温泉が良いと聞きましたが行くことができない
ので。楽しみにしています。いつか行きたい。

千葉県

11月18日
アイスクリームを探していてここに来ました。 以前北海道旅行した時のソ
フトクリームを思い出しました。応援しています。そして期待しています。

群馬県

11月18日 アイスクリームが好きで毎回寄付しています。 静岡県
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11月18日
今年も応援いたします。素晴らしい自然と名産品で町をアピールしてい
ただきたいと思います。

神奈川県

11月18日 三年目です！今年も応援させていただきます！ 北海道

11月18日
大ぶりでとても新鮮なホッキ貝を茹で、フライ、ホッキカレーとたっぷり堪
能させていただきました。美味しい豊富町の産業振興の一助となれば幸
甚です。

東京都

11月18日 愛知県在住です。いつか訪問したいです。頑張って下さい。 愛知県

11月17日
以前北海道を訪れた際に通りがかって、ステキなところだなと思いまし
た。 また、友人が湯治のために豊富に移住していますので、今後の発展
にお金を遣ってもらえればと思いました。

三重県

11月17日 応援しています。 お役に立てれば幸いです。 埼玉県

11月17日 未来の子供のために是非使ってくださいね。 東京都

11月17日 今年も応援します 子供たちのために使ってください 東京都

11月16日 頑張れ！ 千葉県

11月15日 素敵な街づくりを応援しております。 大阪府

11月15日 知人からおいしいと口コミありました！楽しみに待ってます！ 東京都

11月15日 以前北海道に住んでいて、美味しい牛乳大好きでした。 静岡県

11月15日
いつもおいしい返礼の品、ありがとうございます！ いつか遊びに行きた
いと思っています。どうぞ地場産業の振興に使っていただければ嬉しい
です。

東京都

11月14日 旅行したいです。頑張って下さい。 大阪府

11月14日
厳しい環境だと思われますが、 新しい施策を創り発展することを祈って
おります。

東京都

11月14日 頑張れ！豊富町 兵庫県

11月14日 地域の発展に役立ててほしいです 徳島県
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11月14日
畜産業、農業を応援しています！これからも品質の高い生産を期待して
います＾＾

鹿児島県

11月14日

外国資本の水資源の土地の買い占めに心を痛めてニュースを見ており
ました。国内の農業生産者の皆様に北の大地を守るため今後も苦労され
ることを心配しております。何卒お身体気をつけて国内農業発展のため
ご努力ください。また、日本の水資源の確保が防衛問題に繋がります。
何卒国土を大切にお守りください。

愛知県

11月14日
以前にも豊富のホッキを食べ、とても感動しました。 美味しくて新鮮で、
北海道出身なのでたくさんの人を招いて広めました。 これからも広めて
行きます！

東京都

11月13日 寒さや地震に負けずにハッピーに過ごせますように♡ 東京都

11月13日 北海道がんばれ 埼玉県

11月13日 地域振興頑張ってください。 東京都

11月13日
私は北海道のファンなので、此方も変わらず応援するので頑張って北海
道を盛り上げて下さい。

愛知県

11月13日 がんばれ北海道！！ 岡山県

11月12日
JR特急列車を利用すれば、冬期でもレンタカーなしで訪問できそうです
ね。次回、道北に行く時は豊富温泉に宿泊したいです。

大阪府

11月12日 豊かな自然を守っていってください 長崎県

11月11日 豊富町が今以上に発展することを願ってます！ 埼玉県

11月11日 子供たちの為になるものに使ってください 広島県

11月11日 頑張ってください 宮城県

11月11日 酪農　憧れます 兵庫県

11月11日
旅行したことがあり、温泉、牛乳は特に良かった。普段はセコマで応援し
ています。

北海道

11月11日

毎年夫婦どちらかで応援させていただいています。鹿肉がとても美味し
く、自然の豊かな場所だからこその味わいだと思います。日本のこんな素
晴らしい自然がずっと維持できるよう願っています。 本州にももっとこの
美味しさが伝わっていってほしいと思います。

兵庫県

11月10日 地震や大雨や天候不順で大変だとは思いますが頑張ってください 千葉県
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11月9日
豊富町のおいしいアイスをいつも楽しみにしています。 これからも頑張っ
てください！

岡山県

11月9日
湯上がり温泉プリンにアイスクリーム、バター、、、優しい気持ちになれる
ものがたくさんある豊富町。いつか行ってみたいです。

東京都

11月9日 アトピーの小6の息子がいます。 遠方ですが　豊富町を応援します。 岡山県

11月8日
美味しいアイスクリームありがとうございます。また届くのが楽しみです。こ
れからも応援しています。

大阪府

11月7日 豊富の牛乳が大好きなので、毎年楽しみにしています！ 神奈川県

11月7日 豊富温泉にはお世話になってます 北海道

11月6日 一度は行ってみたいなぁ〜( ◠‿◠ ) 岐阜県

11月6日
テレビでフレーバーバターを知ってからの豊富町へのふろさと納税となり
ましたが、いつかぜひ行ってみたい町です。 ご縁に感謝します。

福岡県

11月5日 素敵な街ですね。応援しています。 岐阜県

11月5日 豊富町の乳製品が大好きです！ 兵庫県

11月4日 おいしいと評判ですので楽しみです。 寄付を役立ててください！ 佐賀県

11月4日
美味しい乳製品を食べれる事、楽しみにしています。 毎日牛の世話は
大変だと思いますが、酪農家さん頑張ってください。

静岡県

11月4日
子供が生まれたら旅行に行きます。放射能のないまちづくりをお願いしま
す。

兵庫県

11月4日 応援しています。 愛知県

11月3日 今年もふるさと納税させて頂きます．アイスクリームが美味しいです！ 愛知県

11月3日 頑張って下さい！ 千葉県

11月3日
旅行で何度か訪れてます。サロベツファームさん大好きです！豊富温泉
も。

愛知県

11月3日 子供たちが安心して生活できる街づくりをお願いします。 愛知県

11月3日
おいしいアイスクリームに魅せられてリピートしました。酪農関連事業、頑
張ってください。

愛知県
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11月2日
今年の夏のお中元で、北海道の知人より、豊富町のアイスクリームを送っ
てもらい家族一同、大変感動致しました。 少しではありますが、地域の振
興のために是非役立てていただきたいと思います。

千葉県

11月2日
前回寄付の時に送っていただいたアイスクリームが驚くほど美味しくて、
もう一度豊富町のアイスクリームが食べたかったのと、頑張っていらっしゃ
る酪農や産業を応援したくなり、リピートしました。

愛知県

11月1日 豊富町の為に有効に活用してください。 北海道

11月1日
未だ豊富町に足を運んだことはないのですが、温泉に行ってみたいと
思っています。

愛知県

10月31日 いつか実際に温泉に入りに行きたいです。 愛知県

10月31日 北海道応援しています。 神奈川県

10月31日 北海道遠くから応援しています 神奈川県

10月31日
これからも活気のある町になりますよう、また子供達が充実した教育が受
けられる環境つくりを願っております。

東京都

10月31日 頑張って下さい 奈良県

10月31日
豊かな自然が素晴らしいです。これからも農業畜産業が栄えていきます
よう応援しています

大阪府

10月31日 ぜひ活用ください！応援しています！！ 鹿児島県

10月30日
地場産業のさらなる振興が、豊かな町づくりに繋がると思います。頑張っ
てください！

東京都

10月30日 北海道が大好きです。応援しています。 愛知県

10月30日
北海道を応援しています！ おいしい牛乳から作られるアイスクリーム、期
待してます❣

神奈川県

10月30日
地震の影響等危惧されますが、少額にて恐縮ですが有効にお使い下さ
い。

新潟県

10月30日 頑張ってください 神奈川県

10月29日 豊富町のこれからの活躍を応援してます 埼玉県

10月29日
より良いまちづくりに少しでもお役にたてますと嬉しいです。  応援してい
ます。

鹿児島県
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10月28日 セイコーマートの牛乳が好きで良く飲んでます‼ 北海道

10月28日 街の発展を応援します。 東京都

10月28日 貴重な自然の保護活動、頑張って下さい。 神奈川県

10月28日
これからも、美味しものを一いっぱい作ってください。 お体に気を付け
て。

滋賀県

10月28日
北海道にいつか行ってみたいと思い、初めてのふるさと納税を北海道に
いたしました。 地震があり、復興に貢献できればと思います。

東京都

10月28日 頑張って豊富町を盛り上げていってください！ 大阪府

10月28日 頑張ってください。 東京都

10月28日 北海道大好きです。 これからも応援してます。 愛知県

10月28日 豊富町の方が健康で過ごせる環境つくりに期待しております。 東京都

10月28日 猛暑など厳しい日が続きますが、頑張って下さい(^ ^) 東京都

10月28日 ステキな自然保護頑張ってください 大阪府

10月28日 地場産業で頑張ってください。 青森県

10月28日 子供が元気な町になりますよう。 栃木県

10月28日
サロベツ原野、豊富温泉、自然がいっぱいで、人生で一度は行ってみた
い町です。過酷な自然もあると思いますが応援しています。

鹿児島県

10月28日 教育にぜひ使ってください。応援しております。 福島県

10月28日 頑張って下さい 神奈川県

10月28日 乳牛の健康維持に頑張って下さい 愛知県

10月28日 医療の充実に頑張ってください 兵庫県

10月28日 がんばって 千葉県
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10月28日
２度訪れましたが心が洗われる場所です。ストレスのある方、悩みのある
方にはぜひ訪れて欲しい場所です！！

埼玉県

10月28日 地域活性化にはまず、少子化対策だと思います。 東京都

10月28日
昨年に引き続き寄付させて頂きます。王様のジンギスカン、美味しいで
す。

兵庫県

10月28日 地震に負けずに、地域振興を。 茨城県

10月27日 がんばれ豊富町！ 山口県

10月27日
以前豊富温泉でお世話になりました。ふれあいセンターで食べた鹿肉の
ジンギスカンが忘れられません。豊富温泉にまた行きたいです。

東京都

10月27日 地場産業が活発になり、町が活性化することを願っています。 東京都

10月26日 仕事が落ち着いたら遊びに行きたいと思ってます。 東京都

10月26日
日本の酪農を守り、発展させていけるよう、これからもがんばってくださ
い。

京都府

10月25日 乾癬患者です。応援しています。 東京都

10月25日
  豊富町、初めて知りましたが良さそうな所ですね。 機会があれば旅行し
てみたいです。

東京都

10月25日

豊富へは年３~５回程、温泉・釣り等で訪れています。町営ふれあいセン
ター・豊富ホテル等を利用させていただいております。景観及び食事に
癒され大変満足しています。 特に、他に類のない温泉を今後も維持継
続願います。

北海道

10月25日
東方神起が紹介したというのでこちらの商品を知りました。 届くのを楽し
みにしています。また地域の振興をお祈りいたします。

神奈川県

10月24日 自然豊かなところですね。牛乳がおいしそうです。 愛媛県

10月24日 応援しております 岐阜県

10月24日 酪農等で有名なイメージですが、いつか行ってみたいです。 北海道

10月21日 次世代の方々へ少しでも役立てていただけたら幸いです 北海道

10月20日 頑張って下さい。 大阪府
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10月20日 がんばって下さい 滋賀県

10月20日 豊富町、大好きです。いつまでも豊かな自然を守ってください。 千葉県

10月20日
美味しい牛乳を生産してくださる、豊富町の畜産農家を応援していま
す。

兵庫県

10月17日

稚内生まれ稚内育ちです、帰郷した際には必ず豊富温泉に行ってま
す。風呂上がりのビール とジンギスカンは、とても美味しいですね！自
宅でも味わいたくて注文しました。稚内共々地域振興に頑張ってくださ
い！

愛知県

10月16日
アトピー治療でお世話になりました。 なかなか行けませんがまた行きたい
町です！

埼玉県

10月16日 活性化を進めて下さい！ 大阪府

10月15日 地震に負けず頑張ってください！ 大阪府

10月14日 自然豊かな豊富町、応援しています 北海道

10月14日
豊富町に初めて寄付させて頂きます。少しでもお役に立てれば幸いで
す。

東京都

10月13日 地域の発展を応援します。 埼玉県

10月13日
酪農　盛んな土地柄なのでしょうか？美味しいアイスクリーム待ってま
す。よろしくお願いします。

富山県

10月13日 地元の繁栄をお祈りしています 埼玉県

10月12日
湯上がりプリン届きました。さすが北海道展!そしてテレビですごく美味し
いもので紹介されただけあり、嘘がなかった（笑）再注文させていただきま
した。美味しいものをありがとう!!

千葉県

10月11日 地震被害は大丈夫ですか？応援しています。 静岡県

10月11日 昨年に引き続き寄付させて頂きます。頑張って下さい。 福岡県

10月11日 温泉好きです。 応援しています！ 大阪府

10月11日 いつも湯治でお世話になっています。 温泉保護をお願いします。 東京都

10月10日
子供のアトピー治療の湯治で豊富温泉にお世話になっております。 豊
富温泉ふれあいセンターの付近に子供が遊べる遊具が公園などを考え
てもらえればと思います。（少しでも足しになることを願います。）

東京都
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10月9日 今年は電力事情からも寒いでしょうが頑張ってください。 京都府

10月8日

９月に北海道旅行に行きました。 地震直後でしたが決行しました。 豊富
町のアイスが食べたくて調べてはいたものの お店には行くことはできなく
て残念な気持ちで 帰ってきました。 でも天気は最高でいい旅でした。 ま
た豊富町の温泉に入りたいです。

埼玉県

10月6日 これからも豊富町の魅力を発信し続けてください。 東京都

10月6日 応援しています 東京都

10月6日 応援しています。頑張ってください。 愛媛県

10月5日 応援しています。頑張ってください！ 神奈川県

10月5日
豊かな自然の中で元気に生活される事を願います。また遊びに行きたい
と思います。

兵庫県

10月4日
毎年、鹿肉ヒレブロックセットを楽しみにしています。来年もよろしくお願
いします。

福岡県

10月3日 カタラーナ大好きです！ 香川県

10月3日
地震、台風と災害が続いてます。心が折れそうな時は応援してる人が居
る事を思い出して下さい

神奈川県

10月3日 災害に負けず頑張ってください。 広島県

10月2日 いつも応援しております。 頑張ってください。 愛知県

10月2日 頑張って下さい 愛知県

10月1日 北海道を応援しています。 東京都
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