
平成２７年度ふるさと納税　応援メッセージ

5月31日
豊富牛乳が大好きで、先日ついに豊富温泉に行き、鹿肉ジンギス
カンまでいただきました(^^)応援しています！

千葉県

5月31日 美しい自然環境の保全をよろしくお願いします。 愛知県

5月31日
湯快宿ますます充実させて、アトピー患者さんをたくさん 　　受
け入れてください。

北海道

5月30日 安全安心な特産品つくりを応援します。 愛知県

5月29日
去年も同じ商品を戴きました。家族みな大満足しましたので、今
年もまた同じ商品を選びました。ありがとうございます。

東京都

5月28日
電話で問い合わせをしたときに感じのいい対応をしてくださって
ありがとうございました。豊かな自然をこれからも大切にして下
さいね。

静岡県

5月28日
特産品の効能に期待を寄せています。 早めの到着お待ちしていま
す。 娘の肌に変化をお知らせできれば幸いです。

福岡県

5月27日
知人が豊富温泉のおかげでアトピーがよくなり感謝していて、ふ
るさと納税を進められました。

京都府

5月27日
北海道に行くとジンギスカンを食べます。 今回はふるさと納税で
ジンギスカンを賞味したいと思います。

東京都

5月26日 ジャムがおいしそうだったから！豊富町に興味を持ちました 岡山県

5月25日 地場産業の一層の振興をお祈りします。 東京都

5月25日
稚内に住んでいた頃に遊びに行きました。鹿肉ジンギスカンなど
おいしかったこと、寄付するとすぐに特産品が届くのがありがた
くて、またお願いすることにしました。

北海道

5月25日
実際に住むことができませんが、町の活性化につながることに協
力させていただきます。

千葉県

5月24日 地域活性に役立つことを願います 東京都

5月24日

アトピーがなかなか治らなくて、何度か通ったことがあるのです
が、道外に行ったので更に行くことが出来なくなりました。温泉
水のふるさと納税があることに初めて気付きこういうものがある
のは、ありがたいと思っています。

愛知県

5月24日
昨年別の北海道の自治体で鹿肉の特典を知り、今回は豊富町に申
し込みさせていただきました。農業を守るとともに猟師さんのプ
ラスにもなり大変よいと思います。

神奈川県

5月20日 今年もよろしくお願いします。 埼玉県

5月20日 まとまった休みが取れましたら、また旅行に訪れたいです。 長野県
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5月18日 頑張ってください！ 東京都

5月18日 豊富温泉がとてもよかったです。 東京都

5月18日 動物愛護に役立てて頂けたら幸いです。 北海道

5月18日 応援します。 岡山県

5月18日 豊富町応援しています。 愛知県

5月18日
開発の名の下に、自然環境と景観を壊すことのない様に願いま
す。

宮城県

5月18日
乳製品大好きです。いっぱい美味しいチーズを作って欲しい。そ
していろんな御礼品を増やして下さい。ネット購入も希望です。

宮城県

5月18日 12個入りを希望します。 愛知県

5月17日
美しい町をそのまま残していって欲しいと思います。陰ながら応
援しています。

福岡県

5月17日
素敵な特産品がたくさんあり、機会があれば旅行したいです。 頑
張って下さい。

大阪府

5月17日 北海道が大好きです。いつかそちらにもいきたいです。 兵庫県

5月16日 温泉に興味があります。行ってみたいです。 千葉県

5月16日
間伐材処理等で森の管理や川池の外来駆除で自然を守ることに使
用をお願いします。

茨城県

5月15日

自分は温泉マニアですが、昨年、豊富町の温泉を訪れ、その珍し
い泉質に大変感動しました。 年間100か所以上の温泉を巡ります
が、日本中探しても見つからない貴重な温泉を、いつまでも守っ
てほしくて選びました。 転勤のため東京都在住ですが、なるべく
全国の塩素を入れないかけ流しのホンモノ温泉を提供している自
治体などになるべく納税していこうと思っています。

東京都

5月14日
ふるさと納税をきっかけに豊富町を知る機会が出来ました。 遠く
の街から豊富町を応援しています。

兵庫県

5月13日
乾癬に効果のある品物があるのに驚きました。お試しさせていた
だいて効果があるようでしたら次回はご購入も検討させていただ
きます。 よろしくお願いいたします。

広島県

5月13日
旅行雑誌やWebを見ていると、是非、訪れたい魅力ある町ですね。
まずは、頂いた焼き肉を食べながら家族で計画を立てたいです!!

富山県

5月12日
日本産のラム肉がふるさとチョイスに入っていれば、５００００
円分も納税したい（最高にうれしいです）

宮城県
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5月12日
はじめてのふるさと納税です。地域の自然環境に利用してくださ
い。余裕があればつずけたいと考えてます。

東京都

5月12日
場所もどんな街かもしりません。ジェラートがおいしそうだから
申し込みました。 でもよい街になってくれるとうれしいです。頑
張ってください。

東京都

5月9日 わずかながら応援しています。 福岡県

5月9日
北海道らしい特産品でとても魅力的です。到着がとても楽しみで
す。

東京都

5月8日
子どもがアトピーで悩んでいます。。こちらの温泉があうような
ら一度訪れてみようかなとも思います。

京都府

5月7日 貴町の益々のご発展をお祈り申し上げます 福岡県

5月5日 地域活性化を目指して！ 愛知県

5月5日 サロベツファームのお肉がとてもすきです！ 北海道

5月5日 ふるさと納税で初めて知りました。鹿肉楽しみにしています。 東京都

5月4日
北海道へは３回旅行で行っておりますが、次回の旅行では豊富町
へも立ち寄ってみたいです。

兵庫県

5月3日
北海道は大好きです。これかも頑張ってください。応援していま
す。

埼玉県

5月3日 これからもおいしい畜産物楽しみにしています。 愛知県

5月2日 北海道大好きです。ささやかながら応援させていただきます。 島根県

5月2日
子供たちがアトピーでたまたまアトピーに効く温泉があると知
り、試してみたく寄付をしました。 効けば温泉にも行ってみたい
と思います。

群馬県

5月1日
かけがいのない自然を、守ってくださいね。 また旅行で、尋ねて
みたいです。 皆様の、ご活躍とご健康を東京から、お祈りしてい
ます。

東京都

5月1日
地方の活性化の為と自然を守る為に、税金をお使いください。宜
しくお願いします。

兵庫県

4月30日
豊富温泉の湯治でふれあいセンターのスタッフの方をはじめ湯快宿など
本当に多くの方にお世話になりました。ありがとうございます。

大阪府

4月30日
昔、バイクで近くまで行きました。 北海道は大好きなので、頑張ってくだ
さい。

愛知県

4月28日 北海道大好きです。 頑張ってください！ 千葉県
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4月23日
大地恵泉を不定期で購入しています。アトピー（重度）ですが、温泉水で
すと湯船でゆっくり入れるようです、感謝してます。亜トピックを通じて知り
ました。お金は後日振替します。

神奈川県

4月27日 町のますますの発展を期待いたします。 東京都

4月27日 豊富町のことも、ホエー豚のことも初めて知りました。 頑張ってください！ 高知県

4月27日 これからも豊かな町になりますよう応援します。 東京都

4月27日 町の振興のため頑張って下さい。 愛知県

4月26日 よろしくお願いします 東京都

4月26日 頑張ってください。 愛知県

4月26日 頑張って下さい 東京都

4月26日
豊富町へ今年二回目の寄付になります。夏には北海道に行きます。豊
富町にも行ければいいな

兵庫県

4月25日

特産品のお礼品については、世間では、なんだかんだ言っていますが、
寄付を通じて、将来、私は東京ですが、いつか北海道に 行きたくなるか
も知れず、そうすれば相互の交流も図られ、町おこしにもつながり、一方
的に否定するのはおかしいと思います。 ぜひ管長官の素直な気持ちを
組みこの制度を続けてもらいたいものです。

東京都

4月25日 豊富町、応援してます 神奈川県

4月21日 発展を、願います 和歌山県

4月21日 楽しみにしてます‼･ 埼玉県

4月21日 どういう地域か興味がわいてきます。 静岡県

4月19日 去年に続き今年も寄付いたします。頑張ってください。 広島県

4月18日
北海道生まれなので、北海道を応援したいのと、豊富町の特産品を味
わってみたいと思いふるさと納税に寄付を申し込んだ。

埼玉県

4月17日 町の発展に頑張ってください。 大阪府

4月17日 北海道のチーズも食べてみたいので、また入荷してくれたら嬉しいです。 兵庫県
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4月16日

20代に小学校に勤めていたころ礼文島から転校してきた男の子がいまし
た。その子を通して、それまで考えたこともなかった（すみません）北海道
の北端、礼文利尻稚内 は、ずっとあこがれになりました。いまだに行けて
ません。今年こそと思っています。

愛知県

4月16日
静岡県で寿太郎みかんを栽培しています。農業の振興にお役立て下さ
い。

静岡県

4月16日 北海道に行ったことが無いので、直接行けたらと思います。 埼玉県

4月16日
ホームページ見ました。 茨城県から遠く離れた土地ですが、地域振興の
お手伝いになればと思い寄付します。お礼の、ジンギスカン楽しみです。

茨城県

4月16日 この制度のとても興味があり尚且つ特産品も魅力です。 東京都

4月14日 美しい豊富町は青春の旅の思い出です。 福島県

4月14日 アトピーなので寄付しました。 滋賀県

4月13日
レストラン・食品店舗を経営しているため　納税のお礼品食材を試食する
ため納税致しました。

千葉県

4月13日 本当はチーズが希望です。　早く復活してください。 大阪府

4月12日
毎年、兜沼キャンプ場か豊富温泉に宿泊しています。３月にも豊富温泉
に宿泊してスノシューでサロベツ原野を歩きました。北緯４５度以北の数
少ない日本の特別な地。この自然が後世に伝えられますように。

兵庫県

4月12日
魅力的な特産品に惹かれました。 今後北海道を乙津れる際にはぜひ足
を運ばせて頂きたいと思います。 これからも豊富町の魅力ある特産品を
楽しみにしています。

静岡県

4月11日
2回目の寄付です。お礼の品のプリンは2回に分けて送っていただくこと
を希望します。

神奈川県

4月11日 転勤で北海道旭川に住んでおりました。 群馬県

4月11日
アトピー改善を必要としている人は非常に多いと思いますので、いい商
品だと思います。

茨城県

4月11日
ふるさと納税ではなるべく小規模自治体を応援させていただいていま
す。素晴らしい地域づくりに努めていただけるようよろしくお願い致しま
す。

山梨県

4月10日 町の各種活動頑張って下さい。 兵庫県

4月10日 日本のために少子化対策お願いします。 長野県

4月10日 お肉を楽しみにしております．一度訪れてみたいです． 京都府
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4月9日 北海道は一度訪れましたが空気も水も綺麗だと感じました。 福岡県

4月9日 応援しております。 兵庫県

4月8日 チーズもほしいよ 群馬県

4月8日 村の繁栄を応援します 福島県

4月7日
豊富温泉は、全国からアトピーや乾癬の患者さんが訪れる貴重な場所だ
と思います。町として温泉施設をできる限り整えて欲しいと思います。

北海道

4月6日
ジンギスカンが好きでふるさとチョイスから選ばせていただきました。楽し
みにしています。

静岡県

4月6日

つくば市在住です。 まだまだ森等が多く残っています。 近ＴＸという線
ができたため、その沿線の森が、 既存の田畑・古家があるにもかかわら
ず、 新たに潰され、多くの小動物が行き場を失っています。 自然環境に
使って頂きたいと強く思うのは 地方都市のこれらの現状に深い悲しみを
覚えるからです。 どうぞ深い思いやりと理想で、自治に役立てて頂きたく
願っております。

茨城県

4月5日 家族で豊富町に行ってみたくなりました。 神奈川県

4月5日 これからも魅力的な特産品を期待してます。 千葉県

4月5日 北海道出身者です。 神奈川県

4月5日 自然の中で、おいしいものを作り続けていって頂けたらと思います。 兵庫県

4月5日 地域活性化へご尽力下さい。 東京都

4月5日 これからも、頑張ってくださいね．．．。 富山県

4月5日
北海道は大すきです。 寒さに負けずいろいろな御苦労に負けず頑張っ
てください。

東京都

4月5日 少額ではありますが、今後の発展にお役立てください。 兵庫県

4月5日 地域活性化、自然保護に向けて頑張って下さい。 東京都

4月5日

お礼の品は妻のえらんでもらいました。冷え性は女性だけでなく、子供も
増えていると聞きます。ジンギスカンは体を温める食材のようですが、な
かなかスーパーでもシェアが狭いようです。おいしいジンギスカンがもっと
求めやすくなるように、との思いです。

栃木県

6 / 7 ページ



4月5日 地方創生がんばってください。 神奈川県

4月5日 今後も、魅力ある地域づくりをがんばってください。 埼玉県

4月4日
過去3回ほど兜沼のキャンプ場に宿泊したことがあります。 本当に良いと
ころですよね。 牛乳のPRに来た高校生たちも、もう働いてるんでしょう
ね。 機会があればまた訪れたいと思っています。

熊本県

4月4日
特産品の充実と、町の産業の発展や環境の保全を期待しています。 サ
ロベツ原野をもっと宣伝してはいかがでしょうか？ 特産品楽しみにしてい
ます。

東京都

4月4日 北海道への応援です。一度訪れてみたいところです。 広島県

4月4日
特産品があるというのは強みになると思います。 九州からも探し出せるの
ですから。 これからも魅力のある町でいてください。

長崎県

4月3日 宜しくお願いします。 東京都

4月3日 豊富町を応援します！！ 神奈川県

4月3日 おまけ付でお願いします！ 広島県

4月2日 特産品楽しみにしています 愛知県

4月2日 より良い街づくりを目指してください。 京都府

4月2日
知人が豊富温泉のおかげでアトピーが楽になりました。よって、貴町を応
援してほしいと言われています。頑張って下さい！

京都府

4月1日 昨年も申し込んで、美味しかったので再度申し込みます。 大阪府

4月1日 振興推進を期待しています。 東京都

4月1日 がんばれ 宮城県

4月1日 少しですが、役立ててください 岡山県

4月1日 二年前に旅行で行きました。とてもいい町ですね。 福井県
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