
平成２８年度ふるさと納税　応援メッセージ

7月31日 美味しい牛乳生産をこれからもお願いいたします。 東京都

7月31日
旅行に行ったときに立ち寄りました。 とても素敵な町ですね。 子どもたち
がすくすくと育ちますように！

奈良県

7月30日 頑張ってください 栃木県

7月30日
豊富へは、何回かいったことがあります。昨年も行きました。 いいところで
すね。また温泉に行きます。

北海道

7月29日 豊富町の産業が発展するとともに、 子供達が健やかに成長しますように 宮城県

7月28日 これからの地域の発展に活用してください 東京都

7月27日
美味しいアイスクリームに、３回目の納税です。 いつか訪ねてみたいとよ
とみ町です。これからも応援していきます。

東京都

7月27日
夫が尋常性乾癬で悩んでるので、乾癬に効能がある豊富温泉に連れて
いきたいです。

愛知県

7月25日 がんばってください。 兵庫県

7月25日
昨年も３回ほど納税いたしました。お礼の品が素晴らしいです。応援して
います。

愛知県

7月24日
行ったことないので調べてみました 最北端の温泉地 広大な景色を見な
がらの温泉　とても素敵な所だと 思います なかなかいく機会がありませ
んが行けたら行ってみたい 場所だと思います

静岡県

7月24日
子どもの教育はいつの時代も重要。介護とともに住みやすい地域であっ
てほしい

愛知県

7月24日
5月にアイスクリームの特産品をいただき、大変おいしく食べました。今回
も楽しみにしております。いつか訪れてみたいです。

東京都

7月24日
お肌によい温泉があると知り、行ってみたくなりました。 応援しています。
がんばってください。

埼玉県

7月24日
豊富温泉は、湯治だけでなく、多くの患者さんにとって、生活・憩いの場
となっています。病気に負けず、この地で癒され、この地で成長できるよう
応援しています。

千葉県

7月24日 いつか、訪ねてみたいです。 埼玉県

7月23日
とても美味しかったのでリピしました。これからも美味しいアイスを作ってく
ださい。

愛知県

7月23日 応援しています。 兵庫県
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7月23日 少しですが使ってください 三重県

7月22日 北海道が大好きです！応援しています！ 東京都

7月22日 環境保全に努めてください 大阪府

7月22日
やっとこのチーズが申し込める。去年から狙ってたので楽しみ。人気の
チーズが作れる町頑張れ。

神奈川県

7月21日
お礼の品で送っていただいたクリーム、「肌うれし」は乾燥肌に悩んでい
る娘に効果がありました。なので、2度目の納税です. 豊富町のますます
の発展を願っています。

愛知県

7月21日 いつか豊富町を訪ねたいです。頑張ってください！ 大阪府

7月20日
正直、初めて御町名を知りました。 これを機会に応援する機会になれば
と思います

埼玉県

7月20日 豊富温泉とてもいいところだったので。 東京都

7月18日 東京から応援しています！ 東京都

7月18日 北海道大好きです 三重県

7月18日 子供と一緒に訪れたい地域の一つです。 魅力のある町にしてください。 東京都

7月17日 がんばってください！応援しています。 埼玉県

7月17日 豊富町応援しています(^o^)丿 神奈川県

7月17日
アトピー治療のために何度かお世話になっているので応援させていただ
きます

長野県

7月16日 頑張って下さい。 特産品を楽しみにしています。 大阪府

7月16日 豊富町のますますの発展を祈念しております！ 東京都

7月16日 がんばってください。 東京都

7月16日
ほぼ最北の地、いつも応援してます。子どもにとって住みやすい街づくり
をしてください！

愛知県

7月16日 頑張って下さい！ 東京都
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7月16日 美しい自然の維持をよろしくお願いします。 東京都

7月16日 また行きます。 その時にもっといい街になっていますように。 東京都

7月15日
子供のころ稚内市に住んでおり、豊富にも遠足で伺いました。厳冬の時
期は大変だと思いますが、頑張ってください。

東京都

7月14日 昨年もお肉ありがとうございました。今年も頂きます！ 神奈川県

7月13日 微々たる金額ですが、地域活性にお役立て頂ければ幸いです 埼玉県

7月13日
行ったことはないのですが、ＨＰを見て応援させていただきます。頑張っ
てください。

大阪府

7月13日
年中、皮膚疾患に悩まされている娘のために、この温泉水を使ってみた
いです。この温泉にも、いつか行けたらと思います。 　 これからも応援し
ます！

千葉県

7月11日 みなさん頑張ってください。 神奈川県

7月10日 少子化対策をお願いします。 東京都

7月10日
数年前に稚内には行きましたが、豊富町は通り過ぎてしまいました。 また
北海道に行く時があったら立ち寄りたいです。

静岡県

7月10日 がんばってください。 広島県

7月9日
北海道が大好きです。 これからも北海道の豊かな自然を大切にして下さ
い。

愛知県

7月9日
温泉情報からたどっていて町をしりました。 なかなか場所的にゆけないと
おもいますが、一度は絶対いってみたいとおもっています。 アイスもおい
しそうです。頑張ってください。

東京都

7月9日 おいしい豊冨町を全国へ届けてください。 愛知県

7月9日
北海道は行ったことが有りませんが、食べ物がおいしいイメージです。
いつかは御町へ行きたいです。

岐阜県

7月9日
北海道(豊富町)の自然は本当にすばらしいです豊富町にも一度行って
みたいです。

三重県

7月9日
アトピーに良い温泉について、はじめて知りました。アトピーには大変悩
まされた経験があり、その頃に豊富温泉のことを知っていれば良かったと
思います。アトピー患者のためにも、町の発展を応援しています。

千葉県

7月9日 ソフトクリーム、楽しみにしてます。 大阪府

7月9日
道北旅行の際に、豊富温泉ふれあいセンターで入浴しました。あの石油
の感じ、もう一度行きたい！

岐阜県
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7月8日 頑張ってください！ 神奈川県

7月8日 少額ですが、町の発展のために使用してください。 栃木県

7月8日
ふるさとチョイスにより豊富町を知る事が出来ました。美味しい物を探す
事が好きなので出会えて良かったです。

神奈川県

7月8日 頑張ってください！！ 埼玉県

7月8日 地域活性の為に利用してください 埼玉県

7月7日
息子がアイスクリームが好きなので、おいいしいものを食べさせてあげた
いと思いました。楽しみに待っています。

東京都

7月5日
北海道豊富町は正直知らないところでしたが、このサイトでこんな名品を
作っていることを知りました。これから全国に北海道豊富町ソフトクリーム
を売りこんでください。

滋賀県

7月5日
平成２０年から２２年まで仕事の関係で稚内市で暮らしていました。豊富
町には温泉やスキー場などに行きました。豊富町のご発展を祈念してい
ます。

神奈川県

7月4日
貴町へ2年連続寄付をさせて頂きます。 寄付を通じて貴町について知る
ことができました。 これからの貴町の益々の発展を願っています。

東京都

7月4日 いつか訪れて宝物のような自然を満喫させて下さい。 大阪府

7月3日 北海道はおいしいものがいっぱいで大好きです！また旅行行きます！ 京都府

7月3日 がんばれ 東京都

7月3日 2回目です。 応援しています。頑張ってください。 静岡県

7月3日 美しい自然を守っていってください。 東京都

7月2日 応援してます！ 神奈川県

7月2日
厳寒の気候の中での酪農は大変かと思いますが、微力ながら、応援して
います。

東京都

7月2日
アトピーに効く温泉があると知りました。ぜひ行ってみたいと思いました
農業も酪農も自然環境の大変な中頑張ってください

神奈川県

7月2日
写真で見ましたが自然が素晴らしい町ですね。これをご縁におとずれて
みたくなりました。

東京都
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7月1日
なかなか道北に行く機会がありませんが、いつか訪れてみたいと思って
います。

北海道

7月1日
教育及び少子化対策に尽力し、日本の将来に光明を与えていただきた
いと思います。

沖縄県

6月30日

2度目の寄付です。前回の1万円コース（？）のジンギスカンがとても美味
しかったので、今回は張り切って3万円コース（？）にしました。  商品の発
送（発送のメールをいただいたり）、やワンストップ特例の手続きの流れが
親切かつスムーズで分かりやすく、とても好感がもてました。  また機会が
ございましたら、よろしくお願いします。

京都府

6月29日
いつもサロベツ牛乳をいただいています。 今回、ふるさと納税のサイトで
見つけて、ぜひ応援したいと思いました。

大阪府

6月28日 子供達の未来のために役立ててください。 神奈川県

6月28日
自然の豊かさに魅力を感じています。 今度豊富町に行ってみたいで
す。

茨城県

6月27日 アトピー患者が心も体も元気になれる街創りをこれからもお願いします。 東京都

6月26日
中学一年の息子が一人旅で伺いました。 息子の楽しかった思い出のお
礼に寄付をさせていただきます。

神奈川県

6月26日
アイスクリーム楽しみです。広島から応援しています！町が活性化して、
日本が元気になるといいですね。

広島県

6月25日 地域の活性化に、少しでもお役に立てれば嬉しいです。 兵庫県

6月24日
原生花園は　2度行ったが　豊富町には行ったことがない。 一度行って
温泉でも入ってみたいよ。

福岡県

6月23日 豊富町の発展を祈ります。 愛知県

6月22日 地域活性化にがんばってください。 東京都

6月22日
15年ほど前に、旅行で豊富温泉に行きました！ 懐かしく思い出します。
静かでいいところでした。 また行きたいです。

東京都

6月19日
ふるさとチョイスではじめて豊富町をしりました。HPで見ると素敵なところ
ですので、是非行ってみたいと思いました。

静岡県

6月19日
いつかホッキまつりに行ってみたいです。 豊富町の発展をお祈りしてお
ります。

埼玉県

6月18日 応援しています。 東京都

6月18日
北海道大好きです。仕事も入れると毎年行かせてもらっています。北海
道のますますのご発展をお祈りしております。

神奈川県
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6月18日 北海道、新婚旅行で行きました。 今度は子どもも連れて行きたいです♪ 大分県

6月16日 独特の温泉やトナカイなど魅力があるので道外にももっとPRして欲しい。 大阪府

6月15日

北海道で熊本地震への支援をしている自治体は、「ふるさとチョイス」で
は豊富町だけです。遠くの自治体の困っているときに支援する姿勢に共
感したので寄付を委託させてください。 こういう支援は末長く続けてくだ
さい。 応援しています。

東京都

6月15日
豊富町には行ったことがありませんが、自然が豊かで温泉もあるようです
のでいつか行ってみたいと思っています。

千葉県

6月15日 頑張ってください！ 京都府

6月12日
豊富町がますます元気となりますように頑張ってください、応援していま
す。

東京都

6月12日 憧れのサロベツ、いつか行きたいですね。 福岡県

6月11日 豊富温泉、大好き！ 東京都

6月10日 ふるさと振興頑張って下さい！ 東京都

6月10日 湯治の町としてもっと有名になるといいですね！ 神奈川県

6月8日
アトピーに良い温泉があると初めて知りました。 娘のアトピーがなかなか
良くならないので近々伺おうかと思っています。 あと、チーズの詰め合わ
せの再開を楽しみにしております。

神奈川県

6月7日
主人の実家が北海道です。いつか訪れてみたいです。 ソフトクリーム楽
しみです。

愛知県

6月7日
　週後半は、遠距離介護をしているため不在となります。わずかな納税で
すが、福祉・介護や医療に使って頂ければ幸いです。

京都府

6月6日

数年前から年に数回豊富温泉を訪れます。 豊富温泉が早く医療費控除
受けられる施設となるよう 祈っています。 稚内空港から豊富温泉までの
連絡バスがあるともっと 助かります。 もっともっと沢山の人に豊富温泉を
知ってほしい。 頑張れ、豊富温泉。

埼玉県

6月5日 お礼の品にも珍しいものが多くあり、地場産業の発展を願います。 岡山県

6月5日 チーズと鹿肉に期待します！ 愛知県

6月5日

北海道の北端に近い町なんですね、豊富町は。 いつも美味しい食材を
お送りいただき感謝しております。  本日お品を配送していただきました
が、入っていた新聞には旭川の情報が満載でした。町と言えば旭川なん
ですね！

愛知県
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6月5日
昨年はプリンやソーセージを楽しみました。とても満足しています。今年
はチーズをお願いします。 これからも、福祉のために取り組んでくださ
い。

愛知県

6月5日 豊富町の子育て支援を応援します。 神奈川県

6月5日 道産子です。応援しています。 埼玉県

6月5日

今から30年以上前の学生時代、貴町を訪れたことがありました。懐かしく
思い出しました。 貴町のますますの発展を祈念します。チ-ズがとてもお
いしかったので、今回も希望させていただきました。よろしくお願いしま
す。

長野県

6月5日 ぜひ星空を観てみたいです。いつまでも星のように輝く町でいて下さい。 東京都

6月4日 地域の活性化を期待します。 長崎県

6月4日 酪農の支援をお願いします 東京都

6月4日 乳製品が好きなので、地場産業を頑張って下さい 愛知県

6月4日
とても、北海道のミルクが楽しみなので、ぜひ今後も地場産業を頑張って
欲しいです。

愛知県

6月4日 頑張って下さい！ 岡山県

6月3日
パンフレット拝見しました！素敵な豊富町を訪れたいです。 アイスクリー
ム美味しかったー。いちごミルクも食べてみたく再びの納税ですー！

東京都

6月2日 いつまでも美しい自然を守ってください。 千葉県

6月2日 子どもたちのために、より良い環境づくりをお願いいたします。 東京都

6月1日

以前新聞で温泉の紹介を読み、ひどいアトピーに悩む娘に 教えてやろ
うと思いましたが北海道は遠く諦めました。 ふるさと納税で温泉の恩恵に
あずかれるなら 是非試してみたいと寄付することにしました。 効果が出
てくれたらと期待しています。

大阪府
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