
平成２６年度　ふるさと納税　応援メッセージ

3月23日 以前北海道に住んでました　頑張ってください 東京都

3月22日 町民の皆様の笑顔が増す事にお使いください。 愛知県

3月17日
とてもおいしそうな鹿肉に惹かれてしまいました。 いつか、訪れたいと思
います。 寄付をぜひともお役立ていただきたいと思います。 よろしくお願
いします。

神奈川県

3月16日 がんばれ 北海道

3月16日
29日にフランス人の友人が遊びにくる予定です。間に合えば是非食べさ
せてあげたいです。フランスの乳製品は美味しいですが、日本も最近か
なり頑張ってると思うので！

東京都

3月12日
ちょっと遠いですが　ぜひ豊富温泉に　行きたいと思います。 最近
益々　北海道を大切にしなくてはと思われてきました。

北海道

3月9日
魅力的な特産物に魅かれての少々不純な動機の寄付ですが、これを機
会に豊富町に親近感が湧くことと思います。 いつか訪れてみたいです。

東京都

3月8日 税収増やして活性化してほしい 愛知県

3月8日 過疎化の進む中、町の独自色を出していただくことを願っています。 東京都

3月8日 ふるさと納税をきっかけに、その町に想いを馳せたいと思います。 東京都

3月7日
娘がアトピーなのでこちらを発見して選ばせて頂きました。 宜しくお願い
致します。

東京都

3月7日
アトピー性皮膚炎で悩む方が大変多い。気軽に滞在できるよう 町営の宿
舎などをもっと整備してほしい。

北海道

3月7日 クレジット決済ができないのは非常に不便 神奈川県

3月7日
当地から北海道行きの飛行機がありますので、いつか遊びに行ってみた
いと思っています。

新潟県

3月6日 少子化対策に是非利用してください。 愛媛県

3月5日
北海道には以前住んでいましたが、広すぎてなかなか全部の町には回
れませんでした。豊富町も今度ぜひ行ってみたいと思います。

宮城県

3月4日 豊富温泉、いつか行ってみたいです。 ジャム楽しみにしています。 北海道

3月1日 よろしくお願いします 埼玉県
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3月1日 豊富町の発展を心よりお祈り申し上げます！ 東京都

2月28日 障害者のために寄付を使用していただけると嬉しいです。 東京都

2月27日
もう１０回近くは訪れて温泉に入ったり，泊まったり，おいしいものを頂い
てます．応援しています．

栃木県

2月25日
チーズがとてもおいしそうだったので選びました。 豊富町のお名前も位
置も存じ上げず、今回初めて調べてみましたが、本当に北だなあと。（バ
カっぽい言い方ですみません）

東京都

2月24日 レティエのチーズ美味しいです 兵庫県

2月23日
初めて耳にした温泉ですが肌が弱いため大変興味を持ちました。ふるさ
と納税のおかげで知ることができました。いつか温泉に入りに行ってみた
いものです。

神奈川県

2月23日 北海道が、元気になれば日本が、元気になります。これからも よろしく 東京都

2月22日
毎年、夏に訪れています。開放感と清涼な空気、伸びやかな人柄が最
高です。 末長く、続きます様に

神奈川県

2月18日 わずかですが豊富町の自然環境保全のお役に立てれれば幸いです。 福井県

2月18日 ウインナーやハムを楽しみにしております！ 東京都

2月18日
水曜どうでしょうをきっかけにチームナックスや北海道のファンになりまし
た。 大好きなチーズ楽しみにしています！

東京都

2月17日 豊かな自然を生かした特産物を応援しています。 愛知県

2月16日 北海道の豊かな自然を生かした産業振興をご祈念いたします。 茨城県

2月15日 豊富町の発展のために役立てて頂けますと幸いです。 長野県

2月15日 北海道の自然を生かした地域産業の振興を応援しております。 神奈川県

2月14日 地方創生、がんばってください 愛知県

2月14日
これを機に豊富町が身近な存在になればと思います。皆様のご活躍を
お祈りいたします。

広島県

2月11日
ジンギスカンが好きなので去年は、南幌町や当別町に寄付をしました。
今年は、貴町の味を楽しみにしております。地場産生産者の方々の繁栄
を祈念します。

埼玉県

2月11日 応援しています。 東京都
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2月10日
20年以上前ですが、高校生の頃に旅行で訪問し、サロベツ原野の雄大
さと人のやさしさがとても印象に残っています。 少額で恐縮ですが、町の
振興にお役立て頂けたら幸いです。

神奈川県

2月10日 頑張ってください。 青森県

2月10日
以前友人からこちらのチーズをいただいたことがあります。また食べれる
のを楽しみにしています。

東京都

2月8日
乳製品が大好きです。北海道は行ったことがありますが 豊富町はどこに
位置するのかさえ知りません。 これを機会に是非１度行きたいと思いま
す。

愛知県

2月8日 豊富町の発展を祈っています。 茨城県

2月2日
大好きな北海道ですが、広島からでは度々というわけにいきません。
ホームページを拝見しながら、素晴らしい自然、そして厳しい冬を想い、
次回は　ぜひ行かせていただきたいと思った次第です。

広島県

2月2日 御町の御発展をお祈り致します。 東京都

1月31日 プリンは12個、1度に送って下さい。楽しみにしています。 愛媛県

2月2日
ふるさと納税が縁で豊富町を知りました。現在関西在住で子供ができる
前は何度か北海道にも行ったことがあります。 子供も大きくなったため、
また機会があれば貴町にも、ぜひ観光に訪れたいと考えております。

兵庫県

1月31日 地元の特産品が地域活性につながることを願っています。 埼玉県

1月29日
今年は北海道旅行に30年振りに行ってみたいです。温泉や自然が好き
なので豊富町も調べてみます！

兵庫県

1月28日 楽しみにしております。 よろしくお願いいたします。 神奈川県

1月28日 よい産業を育ててください。 岡山県

1月27日 シカ肉の魅力をもっと広めてほしいです。 神奈川県

1月26日 お肉最高･･ 埼玉県

1月26日 友人・友達にも教えて挙げたいと思います。 大阪府

1月24日 よろしくお願いします。 兵庫県

1月24日
札幌に在住時、豊富町の牛乳を飲んだことがあり、選択をしました。わず
かですが街の活性化の為に御活用いただけたらと思います。

東京都

1月23日 自然を生かした産業を発展させてください 大分県
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1月23日 よろしくお願いします。 愛知県

1月22日

息子が北大に進学し、息子のいる間に、彼に素晴らしい青春を与えてく
れている北海道を見て回りたいと、一昨年御地のあたりを旅しました。自
然の雄大さ、美しさに触れ、ぜひこの自然環境を守ってほしいと思い、寄
付させていただきます。

長野県

1月22日 北海道出身です。 北海道大好きです。 東京都

1月22日 今回２回目です。楽しみにしています。 千葉県

1月22日 地域振興のお役に立てたら幸いです。 大阪府

1月21日
届いたチーズが美味しかったら、夏休みは北海道旅行にしたいと思いま
す。

東京都

1月20日
寄付回数制限がないのは嬉しいです。 他にも魅力的な特典がたくさん
ありますので、 気に入れば何度もさせていただきたいです。

東京都

1月20日 初めてのふるさと納税です。期待してます 東京都

1月15日
豊富町の益々の発展を念願しております。 環境保全に寄与できれば幸
甚に存じます。

千葉県

1月10日 北海道の酪農を応援しています。 兵庫県

1月10日 町の発展を応援します。 東京都

1月7日 チーズの特産品を探していたのですが、一番おいしそうだったので。 神奈川県

1月7日 お役に立てれば幸いです 神奈川県

1月7日 親族が皆、北海道出身なので応援しています。 東京都

1月6日 これを機にいつか旅行で訪れたいと思っています。 東京都

1月4日

幌延の見学がてら、豊富温泉に宿泊し、奇抜な？温泉にびっくり。夕食
の、タコしゃぶ絶品でした。もう一度、訪れたいと思っています。 鹿による
食害が、東京近郊でも広がっています。ヨーロッパで頂いたジビエ料理
が懐かしくて・・・・

東京都

1月4日
初めて、ふるさと納税を利用しました。 北海道には、まだ行ったことがな
いのですが、いつか行きたいと、いつも思っています。その際には、ぜひ
豊富町にも行きたいと思います。

広島県

1月4日 北海道出身です。ジンギスカン懐かしいです。 愛知県
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12月27日
全ての自治体が東京の様に都市化する必要はないと思います。これから
も自然環境やそれに起因する名産、特産を大事にして行って下さい。

大阪府

12月25日 些少ですが、豊富町の発展にお役立てください。 福岡県

12月24日
自然保護に関心を持っています。特に昨今のニホンジカ，エゾジカなど
による山林の破壊が気になります。解決策は食べるのが一番と思ってい
ます。

神奈川県

12月23日

教育（できれば社会教育）に役立ててほしいです。 　かつてＪＲ北海道が
行なっていた社会教育事業の北海道自然の村で甥がサロベツでお世話
になりました。今はその事業はなくなってしまいましたが、とてもよい体験
の場でした。同じように豊富町の青少年にために役立てていただけると
良いです。

神奈川県

12月21日 日本の農政を少しでも助けたいと思い、寄付させていただきました。 静岡県

12月18日

こんにちわ、ふるさと納税に挑戦してみたくて豊富町を見つけました。数
年前に稚内利尻旅行の途中に旅行で訪れた事があり、温泉入浴（お湯
にびっくり！）、牧場でのジンギスカン、ジェラート工房いずれも楽しかっ
た思い出と結びついています。 今回は楽しかった旅行先に、応援の意
味を込めて少額づつですが寄付させていただくことにしました。 町の発
展のために役立てていただけると幸いです。 もちろん、ゴージャスな特
産品もとても楽しみです♪ ふるさと納税のご担当者様、手続きをよろしく
お願いします。

兵庫県

12月18日 応援しています。 東京都

12月16日
学生時代、サロベツ原野から眺めた利尻・礼文島の風景があまりに美しく
て忘れられません。 ささやかながら、今回の納税が少しでも町のお役に
立てましたら、うれしい限りです。

京都府

12月14日

今は道外に住んでいますが、小生の出身地は北海道です。 魅力的な特
産品を取り揃え、寄付金を沢山集め地域振興を積極的に行ってくださ
い。ふるさと納税も、競争の状態にあることを認識し 是非がんばって、住
みよい町にしてください。

愛知県

12月13日
種々厳しい環境かと思いますが、貴重な自然の保護に納税額を活用し
てください。元道民として応援しております。

東京都

12月13日
北海道といえば、肉と海産。今回は肉を選びました。なかなか北海道ま
で行くことは出来ませんが、応援しています！

大阪府

12月11日
特産品、楽しみにしています。 寒さも一段と厳しくなりますが、 風邪など
引かずに、頑張って下さい。

埼玉県

12月10日
豊富温泉がいつまでも、皮膚疾患などで苦しんでいる人の救いの場で
あってほしいです。

北海道

12月10日 鹿のお肉が美味しそうなので頼みました。 東京都

12月7日 少額で恐縮です、お役にたつでしょうか。 東京都

12月5日 地方の活性化を応援しております。素敵な街づくりをして下さい。 東京都
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12月4日
寄付金を有意義に使っていただけたら幸いです。 特産品、楽しみにして
います。

愛知県

12月4日 豊富温泉のファンです。 北海道

12月3日
チーズの特産品が魅力的だと思いました。迷ったけど、結局ここに決めま
した。応援しています。がんばれ豊富町！

奈良県

12月3日 豊富町はいろいろな特産品があるんですね。初めて知りました。 愛知県

12月2日
北海道のファンです。 20年前になりますが、礼文島への旅行は本当に
楽しかったです。

岐阜県

12月2日 貴町の発展を心よりお祈り申し上げます。 岐阜県

12月2日
ふるさと納税で何か特産品を貰おうと探していたら、知人が温泉が良かっ
たと言っていた、こちらに行き当たりました。 些少ですが有益にお使いく
ださい。

福岡県

12月1日 僅かですがお役に立てば幸いです 千葉県

12月1日 自然豊かな場所でつくられたチーズを楽しみにしております。 岐阜県

12月1日 さらに魅力ある街づくりに役立ててください。 兵庫県

11月29日
36年前にサロベツ原野へ訪れました。その時の雄大さが、忘れられませ
ん。

千葉県

11月28日 豊富町応援してます！ 静岡県

11月28日 北海道が大好きです！ これからも頑張ってください。 神奈川県

11月27日 2回目です。 お手数をおかけします。 よろしくお願い致します。 福岡県

11月26日 北海道出身なので、同じ道内の町に寄付をさせていただきました。 神奈川県

11月25日 是非遊びに行きたい町です。 東京都

11月22日
北の果ての豊富町 ネットで特産品が魅力的だったのでそれがきっかけ
ですが、HPもみました。 ふるさと納税がきっかけで豊富町を知りました
が、いつか旅行で訪れてみたいと思いました。

東京都

11月20日 楽しみにしております。 よろしくお願いいたします。 兵庫県

11月18日
豊富町はいわゆる北海道らしいところで、大好きです。応援したいと思い
ます。

北海道
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11月18日 チーズ楽しんでいます 東京都

11月17日
・遠い九州の在住で、豊富町を訪れたことはありませんが、 　町のＨＰを
拝見して、皆さんの「頑張り」を感じます。 　厳しい環境でしょうが、豊富
町のご発展を祈念いたします。

大分県

11月17日
この制度では、いろいろな特産品があり、地域にも興味が向きよいと思い
ます。 ご面倒とは思いますが、続けていただけるとありがたいです。 大
学時代、北海道で過ごさせていただきました40代東京在住より。

東京都

11月17日 私は北海道のチーズが大好きです。どんどんＰＲして下さい。 福島県

11月15日
豊富町のさらなる発展を願っております いつか旅行で訪れてみたいと思
います

東京都

11月13日 宜しくお願いします 京都府

11月9日 行ってみたくなりました。 大阪府

11月7日
川島旅館への宿泊も含め、何度も訪れていて好きな場所です。道内で
は地味ですが、すてきな場所なので応援しています。

神奈川県

11月6日
北海道出身です！ジンギスカンが食べたいと思い応募しました。楽しみ
にしています。よかったら来年は20000円コースにします！

新潟県

11月6日
乾癬で辛い思いをしていて、病院で温泉療法があると聞きました。なかな
か行けませんが、せめて納税させて頂たいと思いました。

東京都

11月5日 私は北海道で生まれ育ちました。ジンギスカンが大好きです。 東京都

11月5日 少しですが、地域の皆さんのお役に立てれば幸いです。 東京都

11月5日 動機が不純で申し訳ございませんが、活用していただけると幸いです。 大阪府

11月5日 少しの寄付ですが、応援しています。 東京都

11月3日
初めてふるさと納税をしてみようと考えたとき北海道がいいなと思いまし
た。数年前家族で旅行したことがあります。残念ながら豊富町はわからな
いのですが、少しでもお役にたてばと思います。

福島県

11月2日 温泉街の活性化を願います 北海道

11月2日
４０数年前に雑誌でサロベツ原野を知りました。いつか行ってみたいで
す。

埼玉県

11月2日 少額ですが役に立ててください。 千葉県

11月2日 北海道の手づくりチーズのファンです。応援しています。 東京都

7 / 9 ページ



11月1日 北海道の自然を維持し、益々発展してください。 大阪府

11月1日
北海道旅行が大好きです。 頑張ってほしいと思います。 少額ですが、
お役立ていただけたら幸いに存じます。

京都府

11月1日 また行きます。 大阪府

11月1日 微力ですが応援させて頂きます。 東京都

11月1日
少し前のことですが、１０月中旬、北海道に２泊３日で行きました。支笏
湖・洞爺湖、小樽などを回りましたが、自然の豊かな土地であると改めて
認識しました。これからもよい環境を守っていってください。

東京都

11月1日 寄付金を役立ててください。 神奈川県

11月1日
若い時に１ヶ月間北海道を旅していて立寄った記憶があります。 自然豊
かな所だと記憶していますので もう一度行ってみたい気持ちになって納
税します。

広島県

11月1日

僭越ながら豊富町様へわずかですが納税寄付をさせていただきます。
約40年前に宗谷線に汽車が走っていた頃、豊富温泉のユースホステル
に泊らせてもらったことが昨日のように思い出されます。内地ではあまり
知られていない豊富牛乳など、ブランドを高めて全国に広めていただくと

山口県

11月1日
一度は訪れてみたい土地ですが、遠いためなかなか足を運べません。
ふるさと納税を通じて、特産品もですが、地元の人たちの取り組みを知れ
ることができるのが楽しみの一つです。

大阪府

11月1日

今年の夏、アトピーでお世話になりました。初めて入る石油入りのお風呂
でしたが、カサカサしていた肌がしっとりして、温泉の効能を実感できまし
た。 是非、全国的に知られる温泉の町として頑張っていただきたいと
思っております。

千葉県

10月31日
もう高齢なのでまた訪れることは予期できないが、北の地で豊かな（酪）
農産物が生産されていることを知り、応援したいと思った。 ＴＰＰに負けず
国内でおいしい食材を生産し続けていただきたい。

長野県

10月31日 有効に活用ください 東京都

10月31日 美味しそうな特産品がたくさんありますね。 実店舗に行ってみたいです。 山口県

10月30日 自然豊かで良い町だと思う。どうぞ頑張ってください。 滋賀県

10月30日 応援しています。 香川県

10月30日
北海道は北の方まで行ってみたいのですが、なかなか行く機会もありま
せんでした。これを機にまた旅行を考えてみようかなと思っています。よろ
しくお願いいたします。

群馬県

10月30日 楽しみに待っています 兵庫県

10月28日
実は、北海道に観光に行ったことがありません。行きたいとは思っている
のですが･･･。 豊富町にはサロベツ湿原や豊富温泉があるので、北海道
に旅行に行った際には、ぜひ立ち寄らさせていただきたいと思います。

岐阜県
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10月28日 不在がちのため送付先を変更できるのは、非常にありがたいです。 神奈川県

10月28日 町の活性化につながりますよう希望します。 神奈川県

10月27日 素晴しい自然を守り、災害の少ない町づくりに寄付を活かしてください。 兵庫県

10月26日
今回初めて寄付させて頂きます。 豊富町の益々のご発展をお祈りして
おります。

神奈川県
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