
平成２８年度ふるさと納税　応援メッセージ

5月31日
少子化対策など、子供達や子育てをする母のためにお使いいただけれ
ば幸いです。

群馬県

5月30日 教育のために使ってください。宝物の子供に寄付をしたいです。 千葉県

5月30日 北海道の大自然の保護などに　役立ててください。 福島県

5月30日 地域産業の成長、発展が最も大切です。 がんばってください 東京都

5月29日

生き物(牛）の世話は休みがなく、たいへんですね。 大切に育てられた牛
さんたちの牛乳からできたアイスクリーム、届くのを楽しみにしています。
温泉、大好きです。豊富温泉もいつか一度行ってみたいと思っていま
す。

愛知県

5月29日 アイスクリーム期待しています。 東京都

5月29日
なかなか北海道は遠くて訪れることが出来ませんが、いつかはと家族で
も話しております。 頑張ってください。

岡山県

5月29日 美味しい商品を期待しています。 大阪府

5月29日
職員の皆さんのために使って欲しいですが、使途項目にないのでお任
せします。 職員の皆さん無理しないでがんばってください。

北海道

5月28日 豊富町の知名度が高まることを期待しています。 東京都

5月28日 お役に立てれば幸いです。 千葉県

5月27日 豊富町の発展を祈ります。 愛知県

5月27日 これからもがんばってくださいね。 奈良県

5月27日
今年も少しですが、寄付させてもらいます。送付して頂いた地域の観光
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを見させてもらいました。定年になったら行ってみたいです。豊
富町応援しています。

京都府

5月27日
息子がアイスクリームを調べに調べて とても美味しそう！とチョイスしまし
た。 再開を待っていました。 ありがとうございます☆

東京都

5月26日
乾癬をずっと患っていて、一度は温泉に行ってみたいと思っています。
大地恵み泉を使わせていただいてますが、とても調子よくなるので、助か
ります。 これからも頑張ってください。

北海道

5月21日 初めて応募します　応援しています 宮城県

5月21日 地域振興のために　わずかですがお使いください 埼玉県
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5月21日 良い街になることを応援しています。 北海道

5月21日

以前工房レティエさんにおじゃましたことがあります。 アイスクリーム、
チーズ、ホエー豚とても美味しかった。 広々とした大地、のんびり草を食
む牛。人と共存する大自然をいつまでも守って欲しい。 豊富温泉に泊ま
りましたが、とっても良かった。 地元で出る天然ガスを使い、自然エネル
ギーでも先進的な町ですね。 いつまでも美味しい牛乳が飲みたい！ 隣
町に核のごみがやってこないことを願ってます。

東京都

5月21日 頑張ってください！ 応援しています！ 沖縄県

5月21日 ソフトアイスとても美味しかったです。 いつか現地で食べてみたいです。 神奈川県

5月20日 豊富町の皆さんの為に有意義に使って下さい。 応援しています。 東京都

5月20日 酪農家のみなさん、頑張ってください。 東京都

5月20日 豊かな地域振興を応援します。 東京都

5月20日 頑張ってください。 千葉県

5月20日 これからも応援しています！ 東京都

5月18日 少額ですがお役立てください。 プリン、アイスすごく美味しいです。 兵庫県

5月18日
旅行で訪れて、豊富町が大好きになりました。豊富温泉、サロベツ原野、
最高です！

神奈川県

5月18日
少しでもお役に立てれば，うれしいです。落ち着いたら、遊びに行きたい
です。

京都府

5月16日
乾癬で悩んでいます。いつかは、訪れてみたいと思っています。その時
は、よろしくお願いいたします。

北海道

5月16日 わずかな寄付ですが地域の振興のためお使いください。 東京都

5月16日 北海道に行きたくなりました。これからも自然を守って頑張ってください。 神奈川県

5月15日 地場産業を応援します 埼玉県

5月15日 頑張って下さい。 愛知県

5月14日
休暇が取れましたら、旅行に行ってみたいです。工房レティエさんの製
品は昨年も頂き、その美味しさに感激いたしました。

長野県
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5月11日 地域振興頑張って下さい！ 東京都

5月10日 北海道大好きです。 これかも応援しています。 新潟県

5月8日 初めて豊富町を知りました。特産品期待しております！ 東京都

5月8日
これからもますます頑張って魅力ある町づくりをお願いいたします。これ
からも応援いたしております。

大阪府

5月8日 出来るだけことは少ないですが応援しております。 東京都

5月8日

北海道に赴任して7年が経過しました。 豊富温泉とサロベツ原野に行っ
てみたいと思いつつ，時間的に余裕がなくて，未だに実現しておりませ
ん。今年こそは･･･。 些少ですが，町の福祉充実のためにご使用くださ
い。

北海道

5月7日 美味しいアイスをずっと作り続けてください。 岡山県

5月7日 15年ほど前に訪れた豊富温泉が印象的でした。 茨城県

5月6日
北海道でも北緯45度を越えるとまったく景色が変わり、びっくりしました。
そして夏の大自然を満喫させてもらいました。

三重県

5月6日
子供がアトピーです。 いつか子供を連れて豊富温泉に行きたいと思って
います。 それまでは温泉水でがんばります。

神奈川県

5月6日 一度、豊富町に家族で行ってみたいです。 頑張ってください。 愛媛県

5月6日 家族で訪れてみたいです。 東京都

5月6日 応援しています。 神奈川県

5月5日

豊富温泉、札幌から足繁く通っています！最高の自然の産物だと思いま
す。 ひどい手荒れですが、温泉の後はビックリするくらいしっとりします。
本当に、豊富町の方が羨ましいです。  鹿肉ソーセージが本当に本当に
大好きなので、今回のお品に指定させていただきました。 今後のご発
展、重ねてお祈り申し上げます。

北海道

5月3日
北海道大好きです。サロベツ湿原は一度行ってみたいです。微力ではあ
りますが、町が活性化されますよう応援しています。

静岡県

5月3日
およそ2年に一度の夏にお世話になっています。今年の夏も訪れる予定
です。よろしくお願いします。

大阪府

5月3日
ふるさと納税で初めて豊富町を知りました！これからも注目して参りま
す！

東京都

5月2日 昨年に引き続き応募しました 静岡県
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5月1日 がんばってください 愛知県

5月1日
お世話になった土地です。 自然の雄大さと人とのつながりの大切さを教
えていただきました。 応援しています。

新潟県

4月30日 美味しかったので再度寄付します！ 頑張って下さい。 沖縄県

4月29日 少額ですが、お役に立てれば幸いです。 広島県

4月28日
北海道旅行で食べたジンギスカンが美味しかったため、申し込みをさせ
ていただきました。また旅行に行きたいです。

山梨県

4月26日
行ったことのないところですが、このご縁をきっかけに、いつか家族で訪
れてみたいと思いました。

長崎県

4月25日 地域の活性化と福祉介護医療がより充実しますように祈念いたします。 宮城県

4月24日

北海道は今まで一度しか行った事はないのですが、その時に雄大な自
然や景色、そして新鮮な魚介類や乳製品など、食の虜にもなりました！
また今年には行きたいと考えているのですが、今回大好きなアイスから豊
富町の存在を知ったので、一度食べて、次は現地を訪れて食べに行き
たいと思います！そして、少ない金額ではありますが、寄付金を少しでも
地場産業振興に役立てていただければ幸いです。応援しています！

愛知県

4月22日

以前飲んだ、とよとみ牛乳のおいしさが忘れられません。 ふるさと納税の
サイトで「豊富」の名前を見て、ぜひふるさと納税をして応援しなければ。
と思いました。 さらに嬉しいことに、このアイスクリームが全国一の人気と
いうこともこのサイトで読みました。 最北端の地からの贈り物を楽しみに
待っています。 頑張ってください。応援しています。

茨城県

4月21日
ふるさと納税のおかげでこの町のことを知りました。 アトピーの娘と一緒
に奇跡の温泉、訪れてみたいです。　　 酪農、頑張ってください。

愛知県

4月20日 少額ですいませんが、これからも宜しくお願い致します。 大阪府

4月19日

アイスクリームがきっかけで、豊富町、行きたくなりました！サロベツ原
野、空気が澄んでいて気持ちよさそうですね。  「奇跡の湯」ともよばれる
豊富温泉があることもこちらから知りました。このような素晴らしい自然を
大切にしていきたいと、遠くからですが、応援しています。

静岡県

4月18日 豊富町の豊かな自然と安心、安全な食品を守っていってください。 東京都

4月17日
こちらのソフトクリームを知人に頂いてから大ファンに！！ いつまでも美
味しいソフトクリームを作って下さい。

滋賀県

4月17日 安心、安全な町づくりにおやくだてください 東京都

4月17日 去年の応援させていただきました。今年もがんばって下さい。 神奈川県

4月17日
脱ステで頑張っている息子と皮膚疾患に悩んでいた娘が豊富温泉へ湯
治に行き、二人ともきれいな肌になって帰ってきました。本当にどうも有り
難うございました。

大阪府
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4月17日
応援しています。機会がありましたら、行ってみたいです！がんばってく
ださい。

宮城県

4月16日 頑張ってください。応援しています。 神奈川県

4月16日 頑張ってください。 福岡県

4月16日 ふれあいセンターの湯治用入浴施設を改善してあげてください 北海道

4月15日 地域の活性化を応援してます。 岐阜県

4月15日 少額ですがお役立てください。 兵庫県

4月15日 いつか遊びに行きたいです。応援しています！ 東京都

4月15日

チーズ大好きでよく食べます。食の安全を考える時、やはり国産が一番
安心できるように思います。国産の物を買って私たちが支えて行かなくて
はいけないと思っています。 輸入品に負けない美味しいチーズを作って
提供して下さい。 応援しています。

大阪府

4月15日 北海道の大自然がいつまでも守られますように。絶対に行きます！ 東京都

4月15日 役立てて下さい。 岡山県

4月15日 がんばれ 埼玉県

4月15日
魅力的なお礼品ばかりなので、また来年も納税したいと思います。酪農
は大変だと思いますが、体に気をつけて下さい。

千葉県

4月14日
自然豊かな環境を活かして、子育て世代に魅力ある街づくりを目指してく
ださい。観光地としても魅力ある場所なので、益々の発展を応援してま
す。

福岡県

4月13日
鹿肉の角煮と味噌煮の缶詰が最高です。毎日1個ずつ食べたくなる癖に
なる味です。愛媛にも癖になる缶詰がほしいです。

愛媛県

4月13日 町の発展のために役立ててください 奈良県

4月13日 毎年このプリン目当てです。 東京都

4月12日 応援しています。頑張ってください！ 茨城県

4月11日
お互いに頑張りましょう！宮城にも美味いモノが沢山あります！！是非リ
クエストを！！！

宮城県
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4月11日
過去にサロベツ原野を訪れ、サロベツファームでおいしいソーセージを
購入しました。貴町のご発展をお祈りしています。

埼玉県

4月11日
失礼ながら、今回「ふるさと納税」の機会で初めて御地を知りましたが、他
の地域の人たちに自慢できる品物があることに感動しています。私の住
みし岡崎は、徳川家康生誕の地・八丁味噌などで知られています。

愛知県

4月10日 北海道のファンです。 良い用途に使ってくださいね。 神奈川県

4月10日 とよとみ牛乳ソフトクリーム楽しみです。 大阪府

4月10日
遠方のためなかなか遊びに行くことは出来ませんが、応援しています。
サロベツ原野の自然をいつまでも守り続けてください。 牛乳ソフトクリー
ム楽しみにしています！

兵庫県

4月10日 前回、とても良かったので再度申し込みました！応援してます 神奈川県

4月9日
以前送っていただいた入浴剤を使用して以来の豊富町ファンです。いつ
かアトピーの娘と行きたいと思っています。

東京都

4月9日
大自然いっぱいのイメージがあります。大切に残していって下さい。そし
て若い世代に誇りを持って伝えていって下さい。遠い埼玉県からですが
応援しています。

埼玉県

4月9日
初めて寄付します 「とよとみ牛乳ソフトクリーム」 菓子部門全国１位！　お
めでとうございます 一か月後の到着を楽しみにしています これからも頑
張ってください

静岡県

4月8日
なかなか美味しいアイスクリームに出会えません。 高原や牧場で食べら
れるアイスクリームをぜひ子供に食べさせたくて。 なかなか行ける距離で
はありませんが、旅行の際には立ち寄りたいと思います。

愛知県

4月8日 少額ですが、自然環境保全に事業にお役立て下さい。 長崎県

4月8日 北海道の食品どれもおいしくお気に入りです。 神奈川県

4月7日 少しの金額ですが、地域振興にお役立て下さい。 北海道

4月6日 地域振興に努力してください。 長野県

4月6日
アトピー性皮膚炎に悩んでいます。ぜひそちらの温泉療法を応援させて
頂きたいです。

北海道

4月6日
人気のアイスクリームを食べながら、北海道の大自然に思いをはせ、日
本の酪農を応援したいと思います。 頑張ってください。

栃木県

4月5日 子どもたちに届く使い方をお願いします 香川県

4月5日 一度観光に行ってみたいと思っています。 大阪府

4月5日 酪農業の発展に寄与できれば。 神奈川県
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4月5日
昨年に引き続き、寄付させて頂きました。 お礼に頂いたシカ肉ジンギス
カンはとてもやわらかくて美味しかったですし、寄付はサロベツの保全に
使って頂けるし、いいことづくめだと思いました。

茨城県

4月5日 頑張ってください 兵庫県

4月5日 初めて寄付します。少しですがより良い町つくりに活用してください。 埼玉県

4月4日

地方の活性化のための努力の在り方が大切であり、また多くの人たちに
知ってもらうことが必要であると考えています。 貴自治体としての「目玉
（商品価値）」は何なのでしょう。 毎年、北海道に行っているのですが、一
般的に言って、改めてもう一度行ってみたいと思う土地が少ないように感
じています。

神奈川県

4月4日
人気のアイスクリームの到着を楽しみにしています。時間に余裕ができた
ら是非観光に行ってみたいと思います。 少しの寄付金ですが、地域の
為にお使いください。

東京都

4月4日 北海道の乳製品はとてもおいしい。 これからも、頑張ってください。 愛知県

4月4日 豊富町、頑張れ‼･ 福岡県

4月3日
サロベツ原野から望む利尻富士、遠い昔に訪れたときの光景いつまでも
記憶の片隅に残っています。また、機会があれば訪ねてみたいです。

新潟県

4月3日 北海道も牛乳も大好きです。頑張ってください。 東京都

4月3日 魅力ある町づくり頑張ってください。 三重県

4月3日 去年、焼き肉セットをいただき、おいしかったです。 福岡県

4月3日 皆さんが生き甲斐を感じる… そんな街づくりを目指して下さい。 香川県

4月2日 北海道大好きです。 癒しの自然をいつまでも大事にしてください。 神奈川県

4月2日
初めて御町に寄付をさせていただきます。 御町のますますのご発展をお
祈りしております。

東京都

4月2日 北海道の大自然からのアイス、楽しみにしています。 東京都

4月2日
地場産業への有効活用にご使用下さい。 今後も北海道経済の発展を
微力ながら応援しております。

埼玉県

4月2日
豊かな産業やおいしいものがいっぱいの豊富町、正に名前の如くです
ね。現地で食べたいです。

鹿児島県

4月2日 ご奮闘期待しています。 兵庫県
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4月2日

豊富町の自然を大切にしながら、おいしい食べ物を作り続けて下さい。
ふるさと納税という形で、他県とつながりあえるのも良い機会です。これか
らも、応援しています。おいしいアイスクリームを家族全員で楽しみに
待っています。

東京都

4月2日
酪農を取り巻く環境は益々厳しいですが、良い製品を作って頑張ってく
ださい。

埼玉県

4月2日
北海道行ってみたいです。  ソフトクリーム楽しみです。  頑張ってくださ
い。

千葉県

4月1日 地方創生を応援しています。 山口県

4月1日 陰ながら応援しています 東京都

4月1日 どんな町かこれから興味をもって注目してゆきます。 東京都

4月1日 応援しております！ 頑張ってください。 千葉県
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