
申込日 住所 町へのメッセージ
東京都 いつも美味しいお米を有り難うございます！

愛知県 メロンが美味しくてふるさと納税をきっかけに知ることができ、嬉しく思います。

兵庫県
いつも美味しくて安全なお米をありがとうございます。感謝していただいています。ま

すますのご発展をお祈りしております。

東京都 応援してます！

東京都 いい町にしてください

兵庫県 美味しいお米をお待ちします

神奈川県 少額ですが、お役立てください。

東京都 昨年のメロンも美味しかったです。母が北海道出身なので、応援しています。

埼玉県 初めまして。おいしい、おいしいお米に出会えると嬉しいです

福岡県
北海道へは何度か行ったことがありますが、北竜町はまだ訪れたことがありません。ひ

まわりの季節に訪れてみたいと思います。

福岡県 これからも美味しいお米をたくさんつくってください。

長野県 自然豊かな町を応援しています。

大阪府 北海道民なので、遠い大阪から応援しています！

兵庫県 応援しています。

千葉県 毎年安全で美味しい玄米を楽しみにしています。

東京都 頑張って下さい。

埼玉県 低減農薬のお米、本当に素晴らしいです！活躍を期待しています！

愛知県 おかきのファンです。お米は勿論のこと、おかきも楽しみにしています。

神奈川県

北竜町のお米は玄米で食べても最高に美味しい、日本で一番のブランド米だと思いま

す。美味と健康を頂き、心から感謝しております。北竜町の皆様、本当にありがとうご

ざいます。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

千葉県
美味しいお米作り、ありがとうございます。皆様のご健康とご活躍をお祈りしておりま

す。

兵庫県

何度も頂いてます。北海道のお米はこんなに美味しかったんですね。農薬も減らして栽

培されてるので家族で安心して頂くことが出来ます。これからも恵まれた綺麗な環境を

生かして美味しいものを作って下さいね。

北海道
北竜町のお米、毎年美味しくいただいております。今年もひまわりのシーズンに北竜町

を訪ねるのを楽しみにしています。

北海道 毎年、美味しいお米を楽しみにしています。これからも頑張ってください！

愛知県 お米、美味しかったです。がんばってください。

福岡県 応援しています

兵庫県
4回目の申し込みです。安心、安全なお米を作ってくださってありがとうございます。こ

れからも応援しています。

神奈川県 美味しいお米をありがとうございます。

愛知県 美味しい果物を作り続けて下さい。

神奈川県 ひまわりいっぱいの町、応援しています

山形県
初めて御地を知りましたが、ひまわりも好きだし、行ってみたいけど行けない分応援し

たいと思います。お米も美味しいだろうと期待します！

愛知県 応援しています！

大阪府
昨年大変美味でした貴美香　今年もおねがいします。北竜町のますますのご発展お祈り

しております。

神奈川県 北海道が大好きです。心ばかりですが、お役立てください。お米も楽しみにしていま

東京都

昨年頂いた黄美香メロン、とてもおいしかったです。初めて食べた黄美香メロン。家族

中が大好きになりました。近くのスーパーでは見たことがないので、買えるようになっ

たらうれしいです。また、今年も楽しみにしております。少しですが、街の発展にお役

立て下さい。

兵庫県 いつもおいしいお米をありがとうございます。住みやすい町づくりに生かしてくださ

香川県 特産品豊かな素敵な町づくりを応援します

東京都

北海道に住んでいたときに一度北竜に伺ったことがあり、ひまわり畑の広さ美しさはも

ちろん、北竜のあたたかい感じに感激しました。以来、北海道には毎年旅行で訪れてま

すが、ひまわりの咲くタイミングに合わせることができず残念に思っております。大変

少額ですが、ひまわりの町の方々のためにお役に立てればと思い託します。よろしくお

願いします。

神奈川県 少子化でご苦労されていると思いますが未来の為にご努力を期待しています

熊本県 子供達のために少しですがお役立てください。

東京都 お米を頂いて、応援します。宜しくお願いします。5月5日

【５月の応援メッセージ 】
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京都府

いつも美味しいひまわりライスゆめぴりかをありがとうございます。そしてTVでひまわ

り畑を見るたび、とても親近感を感じ、感動しております。これからも、応援させてい

ただきます。

東京都
今年で3回目です。いつも美味しいメロンをどうもありがとうございます。機会があれ

ば、是非町を訪問したいです。

北海道 毎年、ひまわりを見に行くのを楽しみにしています。応援しています。

東京都 観光発展にぜひ、使ってください。

東京都 いつも美味しくいただいています

東京都 頑張ってください。

奈良県 もち米は美味しかったです

京都府

ホームページで「ひまわりの町」と拝見しました。一度、目の前に広がるひまわりを目

にしながら、大きく深呼吸してみたいです。そんな町で過ごされる方々の、教育や子育

ての一助にしていただければ幸いです。

東京都 美味しいお米を、いつもありがとうございます！

千葉県
北竜町のゆめぴりかは大変おいしく大好きです。これからもおいしく、体に良いお米を

作り続けてください。

神奈川県 ささやかですが、北竜町のためになれば幸いです。

大阪府
今回で初めて貴町を知りました。美味しそうなメロンを作っておられる方々も健康な町

づくりに微力ながら加われたら思います。

北海道 昨年、申し込みとても美味しかったので、今年も申し込むことにしました。

神奈川県 今年の夏に旅行に行く予定で楽しみにしています。

愛知県 美味しいお米を作って頂きありがとうございます。

広島県 応援しています。

東京都
昨年、ヒマワリを初めて見に行きました！その後、ゆめぴりかをお願いし、リピです。

観光も農業も頑張ってください～

神奈川県 応援しています。

埼玉県 頑張ってください

東京都 ひまわりの町・北竜町、応援しています。

東京都 いつもお米ありがとうございます。大ファンです

大阪府 いちど行ってみたいです

大阪府 他のゆめぴりかより、北竜町さんのゆめぴりかがやっぱりおいしいです。

大阪府 これからも安心安全な食糧の生産に力をいれてください。応援しております。

三重県 美味しいお米作りがんばって下さい。

5月7日 東京都
昨年応援させて頂きました。返礼品のメロンが大変おいしかったので、今年も応援させ

ていただきます。

神奈川県 お世話になっております。益々のご発展、応援しております。

大阪府 いつも美味しいお米をありがとうございます。

東京都 北海道を応援してます！

北海道 いつも美味しいお米をありがとうございます。 北竜町のゆめぴりかが一番好きです！

兵庫県 いつも美味しく頂いています。

東京都 頑張って下さい

埼玉県

北竜町、ふるさと納税で初めて耳にする町でした。ひまわり畑のなんて素敵な風景なん

だろうと惹きつけられました。いつかこのひまわりを見に行きたいと思いました。大好

きなお米　ななつぼしも楽しみにしています。

愛知県 いつもお世話になっております。よろしくお願いいたします。

静岡県 ゆめぴりかとメロンでお世話になっています。頑張ってください。

長野県 町のご発展をお祈りします

兵庫県 いつも美味しいお米をありがとうございます。

埼玉県

北海道での仕事の合間に家族旅行で寄った際、子供達が向日葵迷路で楽しみました。今

は孫が小学校へ入学して、いつかまた北竜町を孫ともども訪問できることを楽しみにし

ています。今年も少額ですが寄付をさせていただきます。二人の孫もメロンを毎年楽し

みにしていますので宜しくお願いします。　　以上

大阪府
毎年　こちらの田からもちを楽しみにしています。早速今年も申し込みをさせていただ

きました。

大阪府
こちらのお米やもち米は　低農薬米でとてもおいしいので、いつも楽しみにしていま

す！！

東京都 北海道は豊富な自然があるので、行ってみたいです。

東京都 夏に遊びに行きたいです。

神奈川県 北竜町が素敵な街になりますように。

神奈川県 美味しい米造りに頑張ってください

5月5日

5月6日

5月8日

5月9日

5月10日
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北海道 いろいろなお米を試してみましたが、やはり北海道米が最高です

愛知県 頑張って下さい応援してます

東京都 おいしいお米、ありがとうございます。

北海道 ひまわりが大好きです。綺麗なひまわりを守ってください。

東京都
いつもおいしいお米をありがとうございます。今後もよろしくお願いします。実際に旅

行で行き、野菜も食べてみたいと思います。

千葉県 頑張ってください。応援していきます。

兵庫県 安心、安全なお米作りをこれからも応援しています。

宮城県 いつも美味しいお米ありがとうございます！より良い街づくりに役立ててください！

東京都
先月まで、北海道に住んでました。北竜町も、いいところですよね、微力ですが応援し

ています。

千葉県
毎年、美味しいお米を頂いています。最近は気候の変調が心配ですが、これからも 美味

しい食物を 宜しくお願いします。

大阪府 いつも美味しいお米本当にありがとうございます。

北海道
毎年、ひまわり畑を見に行っています。これからも魅力的な街づくりを続けてくださ

い。応援しています。

鳥取県
何度もリピートしていますが、本当に美味しいお米ですね。子供達も違いがわかるよう

で、またここのご飯が食べたいと言います。これからも応援しています。

愛知県 頑張ってください！

静岡県 ゆめぴりかおいしいです！頑張ってください！

栃木県 おいしいお米を毎度ありがとうございます。

東京都 応援しています。

東京都 北海道は大好きな地域で、ぜひこれからも住みやすい街にしてください！

千葉県 いつも応援しております。美味しいお米をたくさん収穫できますように！

北海道 安心安全な米つくり頑張ってください

奈良県
いつも、北竜町のお米を美味しくいただいています。今年も田植えの時期になってまい

りましたが、美味しいお米づくりを応援しています。

栃木県 北竜町はひまわり畑が印象に残っています。子育て支援に役立てて下さい。

東京都 自然の恵みに感謝。その美味しさを継承してくださる方々に感謝。応援しています。

東京都 前回おいしいお米でしたので今回も期待しています。

大阪府 いつも美味しいお米をありがとうございます‼これからも宜しくお願いします‼

東京都 いつも応援しています。美味しい農産物は宝だと思います。

北海道

昨年家族でひまわり畑に行きました。ずっとふるさと納税で応援してきた自治体でした

ので、やっと念願叶って行けて良かったです。ひまわり畑がとても綺麗でした。見たこ

とのない種類のひまわりがたくさんあって見応えがありました。、

北海道 これからも北竜町を応援しています。

愛知県 いつも美味しいお米をありがとうございます。

山口県 リピートです。

北海道 いつも美味しいお米をありがとうございます！

北海道 毎年北竜町のお米を美味しくいただいています。

栃木県

いつもおいしいお米をいただいています。ヘビーユーザーではないのですが、いつも同

じお米を見つけるたびに、まだあったと、毎回ほっとしています。これからもぜひ続け

てください。

愛知県 初めて寄付させていただきます。応援させていただきます。

東京都 北竜町のゆめぴりかがとてもおいしくファンになりました。北竜町を応援しています。

群馬県 がんばってください！

東京都 美味しいお米、楽しみにしています。頑張ってください。

大阪府
とても美味しいお米だったので、また申し込ませていただきました。よろしくお願いし

ます。

千葉県 おいしいお米楽しみにしています。

神奈川県 いつも美味しいお米ありがとうございます。

東京都 いつも美味しいお米をありがとうございます。

神奈川県 毎年寄付をしています。がんばってください。

埼玉県 昨年も北竜町のゆめぴりかを頂きました。とても美味しかったです。

愛知県 応援しています 頑張ってください。

東京都 おいしい・安全なお米届けてくださりありがとう。 北海道の発展を応援しています。

福岡県
北海道米＝冷めたらまずい　の思い込みを覆されました！ これからもおいしいお米作

り、期待してます。

東京都 頑張れ、北竜町。5月18日

5月10日

5月11日

5月12日

5月13日

5月14日

5月15日

5月16日

5月17日
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富山県
夏に訪れたヒマワリ畑は良い思い出です。 これからも町のみなさんで頑張ってくださ

い。

大阪府 おいしいお米作りありがとうございます。

大阪府 これからも美味しいお米をよろしくお願いいたします。

広島県
毎年ゆめぴりかを美味しくいただいています。 ありがとうございます。 機会があればひ

まわり畑を見に行きたいです。

東京都 お礼品ありがたく頂きます。頑張ってください。

兵庫県
毎年美味しくて安全なお米をありがとうございます。家族の成長とともに、だんだん食

べる量が増えてきて、もう無くなりそうなので、またよろしくお願いします。

北海道 いつもおいしいお米有難うございます。

福岡県
減農薬栽培のゆめぴりかで北竜町を始めて知り、地図で調べました。九州からはとても

遠いですが、応援したいと思いました。

東京都

北海道にはたまに観光でおいしいものを食べに行きます。北竜町にも行ってみたいと思

いますので、美味しいものをたくさん食べられるよう、寄付金を皆さんの健康。・福祉

のために役立てていただければ幸いです。

京都府 いつもおいしいお米を有難うございます。がんばってください。

福岡県 美味しいゆめぴりかのファンです。

福岡県
今年ゆめぴりかをお礼の品で頂きおいしく召し上がる事ができました。さらに北竜町の

皆様がおいしいお米の生産にご尽力される事，期待致します。

北海道 これからも応援します。

東京都 おいしいお米を楽しみにしております。

東京都
昨年、道央旅行の際に頂いた龍の鈴メロンがとても美味しかったです。これからも応援

いたします。

愛知県 ゆめぴりかが大好きです。 来年もよろしくお願いします。

愛知県

北海道へは20年ほど遠ざかっておりますが、子どもらを連れて遊びに行ける日を夢見て

おります。北竜町がどこにあるのかしらないですが、この機会に調べたいです。ゆめぴ

りかを頂きながら１日でも早く行ける日に近づきたいと思います。美味しいお米が来る

ことを楽しみにお待ちしています。

新潟県 応援しています！

神奈川県 子育て支援に活用ください。

東京都 応援しています！

神奈川県
時間が許せば是非一度はひまわりの里に伺いたいと思っております。 一般のお米の中で

はおぼろづきが一番おいしいと思います。

東京都
数年前に訪れた時の向日葵の綺麗さがとても印象的でした。生まれも育ちも北海道で、

北海道をこよなく愛しています！少しばかりですが、子育てにお役に立てれば幸いで

愛知県
ふるさと納税でいただいたお米「ななつぼし」が大変美味しかったです。 これからも美

味しいお米を作り続けていただけるよう応援します。

岐阜県
毎年お世話になっています！ 今年も楽しみにしております。 先日、北海道旅行に行った

際、北竜町に立ち寄りました。

東京都
いつも、『ゆめぴりか』を美味しく頂いています。 貴町の益々のご発展をお祈り申し上

げます。

神奈川県 今年３度目ですが、またお願いいたします。

愛知県 太陽とひまわりの雄大な町に希望の光を(^ ^)

東京都
昨年度も、お礼の品をいただきましたが お米が大変おいしかったので、 今年もお願いし

ました。 自慢の品だと思います。 頑張ってください。

茨城県
北海道北見市出身者です。北海道の米はどんどんおいしくんっていると聞いています。

楽しみにしています。

5月22日 岡山県 がんばってください。

兵庫県 美味しいお米、ありがとうございます。

神奈川県 ひまわり見に行きたいです

岡山県 美味しいお米を作ってください。

北海道
美味しい米を家族で頂いています。これからも、安心で美味しい米を、よろしくお願い

します。

東京都 北海道大好きです‼応援しています❗

埼玉県 町の発展を応援します。

兵庫県
毎年、観光で訪問させていただいております。わずかですが、より良い町づくりのお役

に立てれば嬉しいです！

埼玉県 いつも美味しくいただいてます！きたくりんは初めてなので、楽しみにしています！

山口県 美味しいお米をありがとうございます。応援しています。

北海道 安心安全な農産物を作り続けてください

5月18日

5月19日

5月20日

5月21日

5月23日

5月24日

5月25日



申込日 住所 町へのメッセージ
東京都 北海道へはまだ訪れたことがありません。今年こそは、北海道、北竜町へ行きたいで

北海道 子育ての充実のために使って頂けると嬉しいです。

福岡県 応援しています。

神奈川県 安全でおいしいお米を作ってください

奈良県
これで3回目の寄付になります。毎日美味しくななつぼし いただいています。北竜町さ

ん、頑張って下さい！

北海道 安心安全な農作物を作り続けて下さい。

和歌山県
初めてふるさと納税をさせていただきます。 地域の活性に少しでも貢献できればと思い

ます。

東京都 北海道のお米たのしみです！

群馬県 これからも良いお米を生産して下さい。

東京都 届くのを楽しみにしています。

大分県 町のみなさんが元気でい続けられるように応援しています。

茨城県 よろしくお願いいたします。

埼玉県 頑張ってください

埼玉県 いつも美味しいお米をありがとうございます。

東京都 お米ほんとうに美味しいです！

東京都 おいしいお米、ありがとうございます。

北海道 毎年ひまわり畑を見るのを楽しみにしています。

兵庫県 低農薬米を応援しています．

兵庫県

北竜町はひまわりの里というイメージでしたが、米どころでもあることを今年初めて知

り、 家族皆で北竜町産のおぼろづきを美味しくいただいております。 引き続き観光や農

業などの産業振興を応援します。

大阪府 ひまわりライス大好きです。よろしくお願いします。

神奈川県
サンフラワーパークホテルに宿泊した際、お米のおいしさにびっくりして、おひつをお

かわりしてしまいました。自宅でも頂いたお米をおいしくいただいています。

大阪府 おいしいお米をありがとうございます。

福岡県 北海道が大好きです。

東京都 お米美味しかったのでリピートしました。

北海道
安心でおいしいお米これからも作り続けて頂きたいです ひまわりの季節に観光にいって

みたいです

千葉県 初めて知りました。これを機会にHPをよく見たいと思います。

千葉県 頑張ってください

神奈川県 楽しみに待っています。ご苦労も多いかと思いますが、応援しています！

東京都
いつも北竜町の美味しいお米をいただいております。小３になった我が家の野球坊主は

美味しいお米パワーでヒットが打てるようになりました。本当に感謝致しておりま

神奈川県 地域産業振興により働き先の確保を

神奈川県 未来を担う子供たちのためにお役立てください。

千葉県

今年ニ度目のお米をお願いしました。 ほんとに柔らかくて、味があって、炊きたてはも

ちろん、おにぎりがとても美味しいです。このお米にして、家族全員、ご飯の食べる量

が増えました。 ごちそうさまです。

東京都 これからもおいしいお米を作ってください

神奈川県 未来を担う子供たちのためにお役立てください。

東京都 おいしいお米、ありがとうございます。

千葉県 北海道の自然を大切になさって下さい!!

神奈川県 いつもおいしくいただいています。　安心して食べられるのがいいですね！

神奈川県 自然豊かな町づくりを応援しています。

千葉県 子育て支援に役立ててください。

神奈川県 頑張ってください。

5月31日

5月25日

5月26日

5月27日

5月28日

5月29日

5月30日


