
申込日 住所 町へのメッセージ
５月１日 長野県 自然災害など多いですが、頑張って美味しいお米を作ってください。

愛知県
北海道が大好きです。旅行で2度訪れたことがあるだけですが、ふるさと納税でこれから

も応援していきたいと思っています。

埼玉県 いつも美味しいお米をありがとうございます。

埼玉県 おいしいお米を作り続けてください。 がんばれ、北竜町

千葉県 応援してます。
東京都 これまでひまわりを見に何度も立ち寄りました。微力ながら応援させていただきます。

東京都 豊かな自然の恵み・育みに感謝 応援いたします

東京都
もう5回以上のリピートです。 いつもおぼろづきを頼んでいました。 品切れになってしまい、残念
です。

東京都 行ったことはありませんが、みなさん頑張ってください。

神奈川県 美味しくいただいております。 今夏観光に行きたいと思っております。

北海道 応援しています！

５月５日 神奈川県 地域振興頑張ってください！！

東京都 以前お送りいただいたお米が大変美味しく、また申し込ませていただきました。

千葉県
いつもおいしいお米を頂きありがとうございます。 今後も、農家の皆様のご活躍を願い

ます。

東京都 いつも有難うございます。応援しています。

東京都 ゆめぴりかが好きで寄付しました。いつか訪問したいです。

北海道 美味しいお米の栽培がんばってください！

福岡県
毎年北竜町へふるさと納税にて支援させていただいています。過去北海道勤務時に１０

０万本のひまわりにて勇気をいただきました。

福岡県
毎年ふるさと納税にて支援させていただいています。 過去北海道勤務時に100万本のひ

まわりに勇気をいただきました。

東京都 貴町の益々のご発展をお祈り申し上げます。

千葉県 毎度お米をいただいています。 これからもがんばってください。

北海道 町を上げての医療・特に介護に力を入れていることに賛意を表します。

福岡県 応援しています。

千葉県
いつも美味しいゆめぴりかを楽しみにしています。これからも美味しい米づくりをお願

いします。

北海道
前回送っていただいたお米がおいしかったのでリピートしました。 ひまわり畑にもまた

行きたいです。

東京都 北竜町ゆめぴりか美味しいです

東京都 美味しいひまわりライスを楽しみにしています。

東京都 毎日、北竜町のお米を頂いております。引き続き、美味しいお米を期待しております。

北海道 いつも美味しいお米をありがとうございます。

京都府 がんばってください。

北海道 またひまわりを見に行きます

５月８日

５月９日

★５月１日～３１日までの町へのメッセージ

５月２日

５月３日

５月４日

５月６日

５月７日
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静岡県
毎年美味しいお米をありがとうございます。これからも作り続けて頂けるよう応援して

おります。

大阪府 キレイなひまわり咲かしてくださいね。

北海道 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、頑張ってください!!

東京都 低農薬の農業を応援したい。

東京都 応援しています。頑張ってください！

岡山県
砂糖をかけたくらい甘いメロンです。毎年楽しみにしています。これからも頑張ってく

ださい。

埼玉県 認知症の人と家族への支援を応援しています。

三重県 低農薬なので安心でおいしいお米で大好きです。

東京都 美味しいお米を期待してます！

北海道 これからも美味しいお米を作ってほしいです。

東京都 北竜町の持続的な発展に役立てていただければと思います。

東京都 子供達の為に使って下さい。

神奈川県 北竜町の観光事業等に少しですが役立ててください。

栃木県 おいしいお米を毎度ありがとうございます。

千葉県 ゆめぴりか大好きです。楽しみに、してます。

東京都 以前旅行で訪れた際、広大な大地に驚きました。また訪れたいと思います。

東京都 北竜町からのお米、いつも美味しくいただいています。

東京都 出来るだけ早いタイミングで発送お願いします。

茨城県
前回申込した玄米３０ｋｇ美味しくいただきました。今回もとても楽しみにしておりま

す。

神奈川県 これからも美味しいお米の生産、よろしくお願いします。

埼玉県
昨年は美味しい玄米、ありがとうございました。今年も、期待しております。これから

も応援していくつもりです。

愛知県 低農薬の推進、期待しております。

三重県 美味しいお米いつもありがとうございます

北海道 応援しています

北海道 またひまわりを見に行きます！

東京都 ふるさと納税の規制で大変かと思いますが、頑張ってください。

茨城県
北竜町の「おぼろづき」最高のおいしさ．幸せな気分です． 子供達のために使って欲し

いと思います．

福島県 おいしいお米を楽しみにしています。

東京都
昨年に続いて応援させていただきます。 北海道らしいひまわり畑の景色、忘れられませ

ん。

神奈川県 美味しいお米をありがとうございます

５月１５日 東京都 より良い街づくりのためにお役立てください。

５月１６日 神奈川県 いつも美味しいお米をありがとうございます

京都府 お米好きなので助かります。

５月１４日

５月１７日

５月９日

５月１０日

５月１１日

５月１２日

５月１３日



申込日 住所 町へのメッセージ
茨城県 初めて寄付させていただきます。これから応援させていただきます。

愛知県 子ども達への応援に期待しています

千葉県 北竜町の益々のご発展をお祈り致します。

愛知県 町の発展に活用頂ければ、うれしく思います。

愛媛県 北海道の農業発展を応援しています。

愛媛県 いつか訪れてみたいです。

北海道 頑張ってください

東京都 美味しい米作りに役立ててください。

東京都 美味しく頂いております。頑張って下さい。

東京都 教育分野に寄付金をお使いください。いつも美味しいお米、ありがとうございます。

東京都 自然の恵みの美味しい育みをありがとうございます 応援します

茨城県 美味しいお米をたくさん作ってください

奈良県 頑張って美味しいお米を作って下さい。

東京都 美味しい「田からもち」を、又楽しみに待っています。

兵庫県 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。

大阪府
おぼろづき、というお米はこちらで初めて知りました。とても好みの味と食感で何度も

頼んでいます。 いつか、北竜町に行って、ひまわりを眺めたいです。

北海道 今年もひまわり楽しみにしています！

５月２１日 北海道 いつも美味しいお米ありがとうございます！ これからも応援しています。

東京都 お米ゆめぴりか美味しかった！

兵庫県 ひまわり畑を見に行ってみたいです！

愛知県 ますますの発展を期待しております。

北海道
ゴールデンウィークに北竜町に行きました。黒豆が安く買えてよかったです。次はひま

わりを見に行きたいです。

神奈川県 よろしくお願いします。

福岡県 豊かな自然を大切にしてください。

北海道 今年もひまわりが咲く夏を楽しみにし、豊作を願います。

福岡県 これからも美味しいお米を作ってください。

神奈川県 以前、北竜町に行ったときの「ひまわり迷路」が素晴らしかったです。

神奈川県 北海道に行った際に一度北竜町にも寄ってみたいです。

山形県 応援しています。

兵庫県 いつも美味しいお米を、ありがとうございます。

東京都 リピートします。安心安全なお米づくり、貴町の益々の発展応援しています。

東京都 いつも応援していますよ！

北海道 がんばって！

兵庫県 昨年、 お米 頂きました!美味しかったです

神奈川県 美味しいお米をはじめ、世界に誇れる農産物。

神奈川県 美味しいお米をいつまでも作り続けてください。

北海道 以前も頂いて美味しかったので、またお願い致します。

５月２３日

５月２４日

５月２５日

５月２６日

５月１７日

５月１８日

５月１９日

５月２０日

５月２２日
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神奈川県
いつも美味しいお米をありがとうございます。 今年の夏は暑そうで、米作りも大変そう

ですね。

東京都 少ない金額ですが、子育てとお米農家の発展にお役立てください。

岐阜県 住みやすい町づくりを願います。

千葉県 いつも美味しいお米をありがとうございます。

東京都

ふるさと納税をはじめて３年目を迎えます。毎年北竜町のお米を申し込んでいます。

30kgをいただいているのですが飽きのこない味です。ななつぼしもおぼろづきも美味し

かったので、ゆめぴりかも期待しています。これからも美味しいお米を作って下さい。

東京都 これからも美味しいお米を作り続けてください。 応援しています。

福岡県 ななつぼし、大好きです。 応援してます。頑張ってください。

神奈川県 いつもおいしいお米をありがとうございます。

大阪府 いつもおいしいお米をありがとうございます．

千葉県 子供たちの未来に役立てて下さい

静岡県 応援しております 頑張ってください

鹿児島県 北竜町の発展を楽しみにしております。

東京都 北海道大好きです‼頑張ってください！

愛知県 応援しています

北海道 応援しています！

広島県 がんばってください

茨城県 美味しいお米のように、実りある町でありますように！ これからも応援します！

広島県 毎年美味しいお米をありがとうございます。いつかひまわり見に行きたいです！

北海道
貴町のお米がやっぱり好きで 毎年寄付させていだだいています ６月からどうなるのか心

配です

広島県 初めての申込みです、ゆめぴりか楽しみにしています。

東京都 応援しています。

神奈川県 毎年北海道に行ってます。応援しています

福岡県 応援しています

大阪府 おいしいお米をありがとうございます。

千葉県 町の繁栄を、これからも応援致します。

北海道 安心安全な農産物をこれからも期待しています

石川県

ひまわりが有名だったので、学生時代にバイクツーリングで10年間連続で北竜町を訪れ

たことがありました。懐かしい思いです。観光、産業をバックアップして、町を活性化

してください。

北海道 道民です。北海道のお米農家をいつまでも応援しています。

北海道 北海道のお米作りを応援しています！

千葉県 美味しいお米をありがとうございます。

岡山県 自然が多い北海道の美味しいお米、昨年度も注文しました。今年も楽しみにしていま

大阪府 いつもおいしいお米をありがとうございます。

東京都 日本の農業を応援しております。

５月２９日

５月３０日

５月３１日

５月２６日

５月２７日

５月２８日
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東京都 寄附させていただいたお金を、地域の活性化にお役立ていただければ幸いです。

５月３１日


