
申込日 住所 町へのメッセージ
東京都 今年も雪が多いかと思いますががんばってください。

愛媛県 昨年ヒマワリを見に伺いました。 小さな町での活動感心致しました。

石川県 いつも美味しいお米をありがとうございます。 ぜひ一度訪れてみたいです。

福岡県 楽しみにしています。よろしくお願いいたします。

山口県 わずかですが、将来を担う子供たちのために使ってください。

北海道 お米、安心して送ることができ、味も好評です。 ありがとうございます。

東京都 自然に恵まれた素晴らしい街づくり頑張ってください。

東京都
はじめて申し込みをさせていただきます。 低農薬のお米に惹かれました。楽しみにお待

ちしております。

東京都
とても美しい北竜町、またいつか旅行したいです。 よい街づくりをされていると思いま

す、応援しています。

埼玉県 お米、とっても美味しいです！

宮城県 いつもお米をおいしくいただいています。農業の応援になればうれしいです。

北海道 ひまわりの季節を楽しみにしています

大阪府 活性化にお役立てください

京都府 いつも美味しくいただいています。

東京都 子育て支援に少しでもお役に立てていただければ幸いです。

埼玉県 頑張ってください

神奈川県 今年もよろしくお願いします。

大阪府 いつも美味しいお米楽しみにしています。

東京都

こちらで生産されている「ゆめぴりか」にはまり、昨年に続いて、ふるさと納税させてい

ただきます。  この寄付制度は、これまで知らなかった地域のことを知れるいい機会にな

ると思いますので、継続していただけると幸いです。  そちらはまだまだ厳しい季節だと

思いますが、お体ご自愛下さい。 今後ともよろしくお願いいたします。

千葉県 北竜町のますますの発展をお祈り申し上げます。

福岡県 応援しています

兵庫県 北竜町、大好きです。将来の北竜町を担う子供達のために寄付を活用して下さい。

東京都
毎年ふるさと納税で、ゆめぴりかを頂くのを楽しみにしています。今年もよろしくお願い

いたします。

東京都
昨年北竜町のお米を頂き美味しかったので、今年もお願いします。 美味しくて食べ過ぎ

ないように気をつけます。

大阪府 毎年とてもおいしかったので、今年も期待しています。

大阪府 いつもおいしいお米をありがとうございます

埼玉県 引き続き応援しています。

東京都 ゆめぴりか美味しいです！

北海道 北海道の活性化に期待します。

2月1日

2月2日

【２月の応援メッセージ 】

2月3日

2月4日

2月5日



申込日 住所 町へのメッセージ
大阪府 応援しています。

沖縄県 いつも美味しいお米をありがとうございます。 応援しています。

神奈川県 お米、本当に美味しいです！

東京都 いつも美味しいお米楽しみにしています。頑張ってください。

富山県 北竜町の発展を願います

兵庫県 いつも美味しく頂いています。ありがとうございます。

愛知県 農業は大事な産業だと思います。頑張ってください。

群馬県 がんばってください！

兵庫県

お米がとても美味しくて、リピーターになりました。北海道旅行の機会があれば、ぜひ立

ち寄りたいです。いつも、本当にありがとうございます。町のますますのご発展をお祈り

いたします。

東京都 今年もよろしくお願いします。

栃木県 美味しいお米を毎度期待しています。

福岡県 応援しています。

大阪府 いつもおいしいお米をありがとうございます。

神奈川県 頑張ってください

東京都

毎回，ひまわりライスを送付していただいております。 あぐり王国で栽培している映像

も見させていただき， 引き続き応援していきたいと考えております。 また，ひまわりも

見に行ったこともありますが， その素晴らしい風景を他の観光客にも継続的に 見せてい

ただきたいと希望しています。

兵庫県 美味しいお米を作り続けてください。

京都府 自然豊かなまちづくりにお役立ていただけると嬉しいです

東京都 新しい品種のお米が楽しみです。

岐阜県 毎年寄付しています。 少子化対策に力をいれてください。

神奈川県 今年も応援します。 寒さ厳しき折、大変でしょうが頑張りましょう。

北海道 安全でおいしいお米をこれからも作り続けて欲しいです。

北海道 北竜町のお米のファンです。おいしいです。

北海道
気候などに左右され大変と思いますが、これからも美味しいお米がつくられるよう願って

おります。

北海道 今年こそひまわりの迷路に行きます。

大阪府 いつも美味しいお米ありがとうございます。

埼玉県 北海道のお米大好きです。今年は雪が多く大変かと思いますががんばってください。

神奈川県
日本一美味しくて健康に良い北竜町のお米を頂く事が出来て、本当に感謝しております。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

北海道 北海道の一次産業を応援しています！

栃木県
返礼品として量を多めに設定されているのはほかにありません。差別化という点でもがん

ばってもらいたいです！

2月6日

2月7日

2月8日

2月9日

2月5日



申込日 住所 町へのメッセージ
北海道 貴町の益々のご発展をお祈り申し上げます。

茨城県 2018年の美味しいお米ができあがるのを今から楽しみにしています。

埼玉県 子どもや若者が生き生きとできる町づくりに活用してください。

東京都 よろしくお願いします。

北海道 これからも、ひまわりを育ててくださいませ。

埼玉県 低農薬でのお米作り、ありがとうございます！

福岡県 モチが美味しそうなので初めて申し込みます。

茨城県

「ゆめぴりか」をスーパーで少しお試しで購入して食べました。美味しいのでびっくりで

す！ ずっと「はえぬき」を食べていましたが、これからは こちらに替えようと思ってい

ます  旅行が好きなので一度訪れたいです

千葉県 宜しくお願いします。

埼玉県 いつも美味しいお米ありがとうございます。

岡山県 がんばってください。

埼玉県 今回もよろしくお願いいたします。

東京都 いつも美味しいお米をありがとうございます。 がんばってください。

東京都 今度、観光に伺う予定です！

和歌山県 今年も美味しいお米を期待してます。  町の活性化にお役立て下さい。

大阪府 お米、毎年おいしく頂いてます。ありがとうございます

兵庫県
ヒマワリを中心とした街づくりに魅力を感じ寄付を致します。北海道に8月行く機会が有

れば必ず訪れます。

東京都
以前も、ふるさと納税で、ひまわりメロン、プレゼントしたら、  喜ばれました。今後も、町の活動、頑
張って下さい。

山梨県 今年もお世話になります。北竜町が子育てに優しい町になりますように。

東京都 美味しいもち米です。３年目です。

鹿児島県 がんばれ北竜町

東京都 子育てをがんばって

東京都 応援してます。

静岡県 リピーターです。いつも楽しみにしています。

北海道 頑張って下さい。

東京都 観光旅行中、旅館の夕食で食べたおぼろづきが美味しかったことが忘れられません。

京都府 低農薬のお米の返礼品がたくさんあって嬉しいです。 楽しみにしています。

東京都 町の発展を期待しています

神奈川県 頑張ってください

東京都 子供の頃、ひまわり公園へ遊びに行ったことがあります。

鳥取県
本当にいつもおいしい米です。 炊きあがった時に光っています。 生産者の皆様によろし

くお伝えください。

2月12日

2月13日

2月14日

2月9日

2月10日

2月11日



申込日 住所 町へのメッセージ

北海道

転勤で札幌にきましたが、御町の「ひまわり」は転勤前から知っておりました。今夏はひ

まわりをメインに家族旅行の計画を立てようと思っています。 寒さ厳しき折、町民の皆

様のご健康をお祈り致します。

大阪府 ひまわり感動しました

神奈川県 これからも頑張ってください。

兵庫県

昨年、納税させていただき、お米をいただきました。 おいしくいただきました。 なの

で、また今年も北竜町で納税をさせていただこうと思いました。  寒さが厳しいかと思い

ますが、皆様ご自愛していただき、ますますのご発展をお祈り申し上げます。

神奈川県 北竜町さんの「おぼろづき」が甘くて柔らかくて、家族みんな大好きです！

北海道
昨年返礼品としていただいたお米が、あまりに美味しかったのでもう一度寄付させていた

だくことにしました。 いつか北竜町に遊びにいきたいです。

東京都 地域活性化を応援してます

神奈川県 応援しています！

東京都 北竜町のゆめぴりかが大好きです。

埼玉県 毎年楽しみにしています。

愛知県
 北海道には行ったことがありませんが、広大な土地では大変な事も有るのかなと思って

おります。    皆で頑張って下さい！

沖縄県 毎年、美味しい「ゆめぴりか」を楽しみにしています。

神奈川県 ひまわり畑を応援しております。

東京都 一度ひまわり畑を見に行きたいと思っています！

東京都 玄米を楽しみにしてます。

神奈川県 応援してます！

千葉県 頑張ってください

大阪府 北海道出身で今大阪に住んでおります。 地域振興の為に、頑張ってください！

大阪府 お米の生産をありがとうございます。

東京都 いつも美味しいお米を有り難うございます。

埼玉県
いつも「ゆめぴりか」を送っていただいております 美味しいお米ですね、ありがとうご

ざいます

大阪府 おいしいお米を楽しみにしています。

奈良県
北竜町のお米を、いつも美味しくいただいています。 今後も、美味しいお米づくりを応

援しています。

長野県 弱者にやさしい街づくりをお願いします。

大阪府

以前もふるさと納税させて頂き、お礼品のひまわりメロンが子供が とても美味しそうに

食べており今回も申し込みさせていただきました。以前ふるさと納税でメロンの生産にか

かわる方々に補助金として使われているとお聞きしました。ぜひ、相乗効果で活性化され

るよう応援しております。昨年の秋は赤肉メロン逃してしまったので 今年は秋も楽しみ

にしたいと思います。

2月18日

2月14日

2月15日

2月16日

2月17日



申込日 住所 町へのメッセージ
京都府 これからのために頑張って下さい。

東京都
おぼろづきは、食べたことがありましたので、 見つけられて感激しております。 今後

も、続けて下さることを切に願います。

兵庫県 今年は寒くて大変ですね。 頑張ってください。

千葉県 今年は応援しようと思っています。 頑張ってください。

東京都 北竜町　頑張れ！

三重県

今年の雪は大丈夫でしたか？ 今まで4度「ゆめぴりか」をいただいており、大満足の美味

しいごはんでした。 今季初めて北竜町様からいただいたカタログから「おぼろづき」を

選ばしていただきました。

山口県 頑張ってください。

東京都 美しい北海道を応援しています

東京都 応援しています！！

東京都 いつも美味しいお米楽しみにしています。頑張ってください。

埼玉県 北竜町がんばれ 美味しいお米を作り続けてください

神奈川県 いつも利用させて頂いてます。素晴らしい特産品に感謝しています。

兵庫県 応援してます。

北海道 今年もよろしくお願いします。

静岡県 いつも本当に美味しいお米をありがとうございます。

埼玉県 お米とても美味しいです。農家の方々には頭が下がります。いつか訪れてみたいです。

東京都
いつもおいしいお米をありがとうございます。 今年は豪雪で、地域の皆様のご心労を考

えると心が痛みます。 皆様が安全に暮らせるよう祈っています。

東京都
いつもとても美味しいお米をありがとうございます。 益々のご発展を応援しておりま

す。

東京都 いつもおいしいお米をありがとうございます。 また、よろしくお願いします。

兵庫県 応援出来る限り応援します。

東京都 有効活用していただければと思います。

大阪府 経済的に厳しいと思いますが、頑張ってください。

大阪府 いつも美味しいお米をありがとうございます。街の振興にお役立てください。

東京都 是非寄附金を有効活用して下さい

愛知県 頑張って下さい^ - ^

神奈川県 天候が大変と思いますが、良いものを作ってください。

東京都 がんばってください。

北海道 空知生まれの私は空知の産業を応援します❗

兵庫県

以前は札幌に住んでいたので道内各地を訪れましたが、 北竜町の風景は忘れられませ

ん。 昨年ゆめぴりかを送っていただき、とても美味しかったので 今年も楽しみにしてい

ます。

大阪府 やはり北竜町のゆめぴりかが一番おいしいです。

2月18日

2月19日

2月20日

2月21日

2月22日



申込日 住所 町へのメッセージ
秋田県 お米、美味しいですね

東京都

ゆめぴりかがきっかけで出会った北竜町。お米の美味しさに驚き他のおこめや農産物も試

してみたくなりました。 こんなに美味しいお米の採れる町なのできっと水も空気も美味

しい素晴らしいところなのだと思います。 そしてそのようなお米を作って下さった方々

も努力を惜しまずに頑張るすてきな方たちがいっぱいいる素敵な北竜町を応援しています

大阪府

いつも美味しいお米をありがとうございます。昨年10月にいただいたおぼろづき玄米30㎏

がもうすぐなくなるので、今回はななつぼし玄米15㎏をお願いいたします。美味しいお米

が届くのが楽しみです。宜しくお願い致します。

東京都 ここ数年ずっと北竜町のお米を美味しくいただいています。

千葉県
すっかり道産米のファンになりました。 おいしいお米の産地としてこれからも期待して

います！

福岡県 いつも応援しています

東京都 安全で美味しいお米をいつも楽しみにしております。 これからも頑張ってください！

大阪府 応援しています

東京都 おいしいお米を、ありがとうございます。

愛知県 美味しいお米をありがとうございます。

兵庫県
とても気に入っているので継続して特産品を利用させて頂いています。北海道北竜町の活

性化に役立てば幸いです。 今後ともよろしくお願いします。

福岡県
昨年送っていただいたお米がとても美味しかったです！ これからも生産者さん、頑張っ

てください！！

北海道 いつも応援しています。

神奈川県
農家の方が丹精込めてできたお餅。噛みしめて頂きたいと思います。楽しみにしていま

す。

東京都 頑張って下さい。

大阪府

いつも美味しく安心して食べられる玄米を送っていただいています。対応も親切で素早く

有り難いです。 寒い冬もやっと終わりそうでしょうか・・。 皆さま、お体大事になさっ

てこれからも頑張ってください！

神奈川県
毎回、お米おいしくいただいております。 いつも丁寧な対応をしていただき、ありがと

うございます。

愛知県
行ってみたいです。農業の返礼品がある街を応援します。農業従事のも皆様には感謝ばか

りです。

栃木県
いつも安全で美味しいお米をありがとうございます。 生産者さま方のご苦労に感謝し

て、今年度も納税させていただきますのでどうぞよろしくお願いいたします。

和歌山県 有効に活用してください。

東京都 貴町のご発展をお祈り申し上げます。

神奈川県 雪が大変ですけど頑張ってください

埼玉県 頑張って下さい

2月23日

2月24日

2月25日



申込日 住所 町へのメッセージ
大阪府 いつもおいしくいただいています。よろしくお願いいたします。

大阪府 今年も申込みます。  美味しいお米楽しみにしています！

新潟県 ななつぼし，楽しみにしています。

東京都 今年は雪深いですか？夏になったら訪れたいと思います。 低農薬のお米、良いですね。

静岡県
ゆめぴりか、本当においしいです。 他のお米は食べられません。 これからも頑張ってく

ださい。

愛知県
北竜町のお米は美味しくて子どもたちが大喜びです。直接お礼が言えませんがありがとう

ございます。

神奈川県 ゆめぴりか、楽しみにしています。よろしくお願いいたします。

沖縄県 低農薬応援してます。

神奈川県 いつか訪れたい町です。 これからも北竜町らしさを失わずにいてください。

岐阜県 応援しています

埼玉県
精米しないで食べるため、低農薬の玄米はとてもありがたいです。 欲を言えば、無農薬

のお米もあればうれしいです。

広島県 応援しています。

徳島県 北竜町の農産物が大好きです。

広島県 頑張ってください

福岡県
遠方にも関わらず、いつも早い配送、ありがとうございます。家族で美味しくいただいて

おります。

北海道 些少ですが，まちづくりにご活用いただけますと幸いです。

埼玉県
いくつかの市町村からお米をいただいていますが、北竜町のお米が一番おいしかったで

す。 これからもおいしいお米を作ってください。

東京都 美味しい田からもちを又お願いします。楽しみに待っています。

神奈川県 いつもおいしいお米をありがとうございます！

栃木県 がんばってください。 いつか訪ねてみたいです。

埼玉県 住みやすい町にしてください

東京都 今年こそひまわりをみたいです。

東京都 農業は大変だろうな、と思ってます。頑張ってください。

北海道 毎年ゆめぴりかをお願いしてます。 今年も楽しみにしております。

栃木県 毎度美味しいお米をありがとうございます。

神奈川県 住みよい街づくり、応援しています。

北海道 応援しています。

東京都 毎年美味しいお米をありがとうございます！元気の源です。

神奈川県 頑張ってください！

2月25日

2月26日

2月27日

2月28日


