
平成２７年度ふるさと納税　応援メッセージ

3月31日 5月湯治に行く予定です。今から楽しみにしてます。 北海道

3月30日 豊富町の益々のご発展を兵庫よりお祈り申し上げます。 兵庫県

3月29日 魅力ある町づくりのために今後も頑張ってください。応援しています。 岡山県

3月29日 すばらしい特産品ですね！ 頑張ってください。 宮城県

3月27日
アイスがとてもおいしいと有名なので、とても楽しみにしています！！ 直
接北海道に行ける機会は少ないですが、ぜひ旅行で行きたいと思って
います。 これからもおいしい食べ物をたくさん作ってください！！

神奈川県

3月27日 豊富町は人も自然も特産品も最高！２億円突破頑張ってください！ 北海道

3月26日 時間をみつけてぜひ遊びに行きたいです 神奈川県

3月25日
自然豊かな礼文利尻に、ぜひ家族で訪れたいと思っています。応援して
います。頑張ってください。

神奈川県

3月25日 おいしいジンギスカンで食べて応援できればと思います。 神奈川県

3月25日 父が北海道のうまれです。ぜひ北海道のために。 神奈川県

3月24日
ＴＰＰの影響で酪農も大変な局面を迎えていると思いますが私は日本の
乳製品に拘りたいです。

和歌山県

3月23日
酪農は大変な状況ですが、安心できるおいしいものを子どもたちに食べ
させることができるいまの状況に感謝しています。これからもがんばってく
ださい。

神奈川県

3月22日

北海道が好きな者です。  豊富町には残念ながら行ったことはありません
が、魅力的な町になることを祈念しています。  地方の活性化なくして元
気な日本の再生はありません。  機会を見つけて訪問させていただきま
す。その日を楽しみにしています。

静岡県

3月22日
残念ながら豊富町に遊びに行った事は無いのですが、みんなが選ぶお
礼の品～菓子～部門　全国第1位ということで気になり応募しました。これ
からも美味しいお礼の品を提供していただけると嬉しいです。

千葉県

3月21日
　北海道の大自然が好きです。息子のアトピーが少しでも良くなればと思
い申し込みました。 　是非、豊富温泉に行ってみたいです。 　酪農は大
変なお仕事と思います。応援しています。

東京都

3月21日 美味しいアイスクリーム楽しみにしています☆ 東京都

3月21日 わずかばかりですが、遠くの街で何かお役に立てたらうれしいです。 愛知県
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3月21日
北海道はまだ行ったことがありませんが、ふるさと納税がご縁で豊富町を
知ることができました。豊かな大地の恵みがたくさんあるんですね。これ
からも、ふるさと納税で応援しますね。

大阪府

3月21日
北海道の北に豊富町という町がある事を初めて知りました。町のホーム
ページをみると素敵な景色いっぱいでいつかは行ってみたいと思いまし
た。

兵庫県

3月21日 子供の未来が明るいものとなるようにお願いします。 愛知県

3月21日 酪農は重要産業です。応援しています。 東京都

3月20日
去年頼んだアイスクリームがとても美味しかったので今年も頼みました。
待ち遠しいです。

大分県

3月20日 美しい景観をこれからも残してください。 大阪府

3月19日 昨年頂き、とても美味しかったので、今回のオーダーします。 北海道

3月19日 自然豊かなふるさとを遺してください 東京都

3月18日
北海道が好きで、何度か旅行にいっていますが、豊富町は初めて知りま
した。ぜひ行ってみたいです。

大阪府

3月18日 北海道のチーズ楽しみにしてます！！ 熊本県

3月18日
行ったことがないので『是非、行ってみたい』と思える 素敵な町にして下
さい。

滋賀県

3月17日 畜産頑張ってください 沖縄県

3月16日 地方の元気を応援します。 大阪府

3月15日
魅力的な特産品がいっぱいですね。 楽しみに待っています。 よろしくお
願いいたします。

佐賀県

3月15日 子供たちが健やかに育つように応援します。 千葉県

3月14日 町の振興にお役立てください。応援しています。 神奈川県

3月14日 日本の農業を応援してます。 神奈川県

3月14日
九州から応援します。乳業等、色々と厳しい環境と思いますが 国産品を
応援しています。

福岡県

3月14日 この度ご縁あって申請いたしました。よろしくお願い致します。 東京都
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3月13日
昨年初めて寄付しました。書類に同封されていたパンフレットの、サロベ
ツの風景がとても素敵でしたし、町の方々の温かさが伝わってきました。
今年も応援させていただきます。

神奈川県

3月13日 応援しています！ 神奈川県

3月12日 頑張ってください。 宮城県

3月11日 有効に使っていただければ幸いです。 東京都

3月11日
豊富町のことは初めて知りましたが、名前が縁起が良くて応援したくなり
ました。いつか北海道に行く時には是非立ち寄りたいと思います。

神奈川県

3月11日
これを機会に北海道に行き、豊富町に行く目的も出ました。 選択理由
は、アイスクリームもさることながら、山梨にも豊富町があります（笑）

山梨県

3月11日 いつか是非行ってみたいです。応援しています。 群馬県

3月10日 応援しています。 東京都

3月10日
北海道の大自然を満喫できる地を、どうぞいつまでも保持してくださいま
すように。

北海道

3月9日 豊かな自然を大切にしてください。 東京都

3月9日 札幌に住んでいた頃、温泉に行きました。懐かしい！ 大阪府

3月8日
北海道は何度言っても好きなところです。 有効活用していただけるとうれ
しいです。 今度豊富町にも行ってみたいですね。

愛知県

3月6日 早く届くのを楽しみに待っています 大阪府

3月6日 町の名産品・ソフトクリームアイス、楽しみにしています。 東京都

3月6日
昨年のソフトクリーム美味しかったです。楽しみにしています。よろしくお
願いします。

富山県

3月4日 日本の美味しいものを　作り続けて下さい 東京都

3月3日 応援してます！ 愛知県

3月3日 いつも応援させていただいております。 東京都

3月2日
温泉県群馬から豊富温泉の繁栄をお祈りいたします。頑張ってくださ
い。

群馬県
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3月2日 少子化対策や子育て支援に役立てて下さい。 福岡県

3月2日
娘の乾燥肌が少しでも良くなればと思い、リピート申し込みをさせていた
だいております。いつの日か豊富温泉に入りに行ってみたいと思ってお
ります。

神奈川県

3月2日
小さなころから、不思議と北海道には馴染みがあったのですが、この夏、
初めて北海道に行きます。 たくさんの魅力がある北海道、とても楽しみに
しています。

千葉県

2月27日
大学生の時にサロベツ湿原保全の研修課題に取り組んでいました。自
然と人の共生で素晴らしい自然が末永く残ることを祈ります。

東京都

2月26日 少子化対策や子育て支援に役立ててほしいです。 宮城県

2月26日 　地域の活性化にお役立てください。 兵庫県

2月24日 食べ物がおいしくて楽しみです。 徳島県

2月24日
豊富町のことを初めて知りました。 縁もゆかりもありませんが応援したいと
思います。

兵庫県

2月23日 教育にぜひ、役立てて下さい。 神奈川県

2月22日
美味しいソフトクリームを頂きその評判を周りに伝えていきたいと思いま
す。

千葉県

2月22日
弟がたびたび訪れてお世話になっています。 すばらしい効能を持つ豊
富温泉がますます発展していくことを願っております。

神奈川県

2月22日
ソフトクリームとても美味しそうです。 楽しみにしていますので、地域振興
頑張ってください。

東京都

2月21日
北海道が大好きで、毎年のように遊びにいきます。 豊富町は少し行きに
くい場所ですが、機会があればまた伺いたいと思います。

奈良県

2月19日
昨年チーズをいただきました。とてもおいしかったです。おいしくて、安心
できる食料は宝物ですね。少しでも応援できたらな、と思います。

兵庫県

2月18日 北海道がんばれ 大阪府

2月17日
昨年は北海道へ行きました。今年も北海道へ行く予定です。 そちらへ
行ってみたいです。

愛知県

2月17日
毎年、北海道には行きます。これをきっかけにまたそちらに伺えればと
思っています。

石川県

2月16日 北海道の自然を守ってください 東京都
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2月15日 少額ですが何かお役に立てて頂けると幸いです 大阪府

2月14日 応援してます！ 愛知県

2月14日 全国から注文が殺到する商品の開発を！ 北海道

2月14日 応援しています。 兵庫県

2月11日
とよとみアイスおいしい！北海道のソフトの味だ！家族で毎年北海道に
行ってソフトめぐりします。豊富町行ってみたいです。

東京都

2月11日 一度は訪れたいです。 静岡県

2月9日 いつか豊富町へ行ってみたいと思います。 埼玉県

2月7日 鹿肉は本当に美味しくて感動しました。 いつか訪れてみたいです。 千葉県

2月7日
大変だと思いますがふるさと納税は大きな機会だと思って今後も頑張っ
てください！

茨城県

2月7日
地方活性が日本を元気にすると思います。美しく美味しい北海道は日本
の誇りです。がんばってください。

埼玉県

2月7日 一度訪れてみたいです。いい町作りに役立ててください。 東京都

2月7日 おいしいチーズ待ってます 東京都

2月6日 地域の発展に向けてがんばってください。 東京都

2月5日
日本の未来を担う子供たちのために、食の安全・安心に取り組み、良い
製品をお作りください。 特産品は孫たちと楽しませて戴きます。

東京都

2月2日
北海道が好きで何度も訪れていますが(移住も考えたこともあります)、今
年は6月頃、キャンピングカーで北海道を半月ほど回る予定です。ぜひ
豊富町も訪れてみたいと思っています。

東京都

2月1日 地域興し頑張ってください！ 東京都

2月1日 寒いと思いますが、風邪をひかにで頑張ってください。 愛知県
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