
申込日 住所 町へのメッセージ

兵庫県 北竜町の発展を応援いたします。

東京都 北竜町のゆめぴりかがとてもおいしいです。 応援しています。

北海道 今年の雪は大変ですね

東京都 去年も美味しいお米をありがとうございました。 今年もよろしくお願い致します。

大阪府
昨年もお米を頂きましたが、大変美味しかったです。離乳食の始まった子供にも、安心し

て食べさせることができ感謝しております。北竜町の益々の発展を期待しております。

東京都 ひまわりが有名ですね。   観光頑張ってください！

埼玉県 お米昨年頂いて美味しかったです。また食べたいと思いました。

愛知県

ここ数年連続でふるさと納税をしています。毎年おいしいお米を作っていただき本当にあ

りがとうございます。  北竜町に訪れたのはもう10年以上前のことですが、ぜひまたひま

わりが満開の時期を狙って行けたらと考えています。  今回もおいしいお米が来るのを楽

しみにしております。 ぜひ教育・子育ての充実に税金を活用いただければと思います。

北海道 お米おいしいですよね。大好きです。

兵庫県 いつも応援しています

東京都 頑張って下さい。

神奈川県
去年もひまわりライスを美味しくいただきました。 ありがとうございます。 ひまわりの

季節に訪れたいです。

愛知県 いつも美味しいお米をありがとうございます！

東京都 寒い日が続いてますが、頑張って下さい‼︎

埼玉県 いつも美味しくいただいています。これからも宜しくお願いいたします。

兵庫県 子育て支援に役立てて下さい。

東京都 美味しいお米、ありがとうございます。

大阪府 頑張ってください。

埼玉県 北竜町産のゆめぴりかを楽しみにしております。

千葉県 今年も綺麗なひまわりを咲かせてください。楽しみにしています。

東京都 毎年応援してます。

千葉県
昨年いただいたお米がとても好評で、今年も申し込みさせていただきました。昨年もひま

わりを見に訪問させていただきましたが、今年もぜひ行きたいと思っております。

大阪府 ひまわりメロンは初めてなので楽しみにしています

東京都 応援しています。

北海道 きたくりん大好きです!楽しみにしています

東京都 応援しています。頑張ってください。

神奈川県 お米とってもおいしいです。 また北竜町に行ってみたいですね。

東京都 高齢者に住みやすい街づくりをお願いします。

大阪府 頑張って👍

【３月の応援メッセージ 】

3月1日

3月2日

3月3日

3月4日



静岡県 今年もきれいなひまわりを！

長野県
昨年度、お礼の品でいただいた「ゆめぴりか」、素晴らしかったです。これからも応援し

ています。

愛知県 北海道の自治体を応援しています。

静岡県 薬剤師なので少しでも医療の発展に役立ててほしいと思います

東京都 また寄付させて頂きました。よろしくお願い致します。

東京都 前回いただいたゆめぴりかもとても美味しかったです。 また寄付させていただきます。

富山県
いつも美味しいお米をありがとうございます。 また利用させていただきます。 よろしく

お願いいたします。

神奈川県
北海道に家族旅行に行きましたがとても素敵な場所で一生の思い出になりました。感謝の

気持ちを込めて少しでもお役に立てれば幸いです。

東京都 恵まれた環境を大事にして頂きたいです。

愛知県 北竜町のゆめぴりか　おいしいです。

愛知県 いつもおいしくいただいています。ありがとうございます。

北海道 大好きなゆめぴりかが低農薬で安心です。楽しみにしています！

東京都 いつもすぐに発送して頂きありがとうございます。 とても美味しいのでリピートです。

兵庫県
1月に送ってもらった「田からもち」凄く美味しかったです。次冬にまたお頼みしたいと

思ってます。

埼玉県 いつも美味しいお米をありがとうございます。

神奈川県 ひまわりをいつか見に行ってみたいです！

兵庫県 雪が大変と思いますが、頑張って下さい。

神奈川県 １０年以上前、ヒマワリがきれいだったことを覚えています また、伺いたいです

神奈川県
少額ながら町のためにお役立てください。ななつぼし大好きなので楽しみにしておりま

す！

埼玉県 良い農産物作りをこれからも頑張って下さい

北海道 北竜町の米は美味しいです。

東京都 ユメピリカがおいしくて6回ほど寄付しています。 今後もおいしいお米を作ってください

大阪府
いつも美味しいゆめぴりか家族みんなでいただいてます。 ありがとうございます。 今回

もよろしくお願い致します。

北海道 頑張れ！頑張れ！北竜

兵庫県 応援しています．

千葉県 これからも、美味しく安全、安心のお米の生産をお願いします。

東京都 いつも安心、安全なお米をありがとうございます。

北海道 いつも美味しいお米をありがとうございます

神奈川県 頑張って下さいね。

東京都 豊かな北竜町が代々続きます様に応援します。

愛知県 応援しています。

3月6日

3月7日

3月4日

3月5日



東京都 ひまわりの作付面積が広いことを知りました。いつか貴町を訪ねてみたいです。

東京都 引き続き安全で美味しい「ゆめぴりか」をお願いします。

広島県 安全な農業、応援しています。

奈良県 楽しみに、しています。

東京都 わずかですが何かご利用ください

静岡県 北竜町を応援しています。

東京都 いつもおいしく頂いています。友人・知人もおいしいお米に驚くほどです。

東京都 少しですがお役立てください。

北海道 今年も玄米楽しみにしてます。

北海道 応援しています。

千葉県
昨年ゆめぴりかのお米を初めて食べてそのおいしさに感動しました。これからもおいしい

いお米を作りつづけてください。

高知県 町の発展を願います。

東京都
毎年、お米を家族で楽しみにしております。 微力ながら今年もご活躍を応援させていた

だきます。

埼玉県 北竜町の特色を活かしたまちづくりをして下さい。

徳島県 総務省の脅迫に負けないで下さい。特産品を宣伝するいい機会だと思います。

北海道

10年前に北海道一周旅行をしたとき一番最初に訪れたのがひまわりの里でした。好天にも

恵まれたひまわり畑が今でも印象に残っています。教育・子育ての充実にお役立てくださ

い。

東京都

北海道のゆめぴりか、友人間でおいしいと評判で、今月パン食がメインの異国の小さな都

市から帰国する息子にぜひ食べさせたくて寄付させていただきました。広大な大地の味を

楽しみにしています。随時配送とのことで助かります。これからも頑張ってください。

東京都 北海道の美味しいお米を今後も作ってください

埼玉県 応援しています。

埼玉県

ななつぼしが好きでいつも購入しているのですが、こちらは低農薬ということで今回申し

込みをさせて頂きました。 美味しいななつぼしをこれからも作っていって頂きたいで

す。頑張って下さい！

大阪府
今年は、例年にも増して大雪への対応が大変でしたでしょう。お見舞い申し上げます。 

町の発展を心からお祈り申し上げます。

東京都 頑張って！

北海道 いつも美味しいお米ありがとうございます。

東京都 初めてのふるさと納税です。よろしくお願いします。

山口県
毎年寄付をさせていただき、何度もリピートして玄米も美味しくいただいています。 こ

れからも、美味しくてお得なお礼品をよろしくお願いいたします。

神奈川県
主人がいつか北海道に移住したいと言っています。こちらのお米はたべたことがないので

到着を楽しみにしています。

3月8日

3月9日

3月10日

3月11日



神奈川県 今年も美味しいメロンを楽しみにしています。

愛知県 いつも美味しいお米をありがとうございます。北竜町の発展を心から願っております。

愛知県
お米はもちろんのこと、おかきも大好きで、リピートしています。 おかきのファンで

す！

愛媛県 これからも美味しいお米、メロン作ってください。

愛知県 地域の発展を応援します。

愛知県 よろしくお願いします。

広島県 安全安心なお米の生産を続けてください。

東京都
ゆめぴりかは好みのお米で、今回は低農薬米ということが決めてでした。 これからも安

全な食の取り組みについて応援します。

兵庫県

色々な所のゆめぴりかを食べましたが、北竜町のゆめぴりかが一番美味しいと思っていま

す。寒い処で大地の養分をゆっくり育んで育てた農家の方の努力のたまものと思います。

今年も頑張って美味しいお米を作ってほしいと願います。

北海道

北海道を代表する米どころとして、日本全国に発信し、観光及び産業を積極的に推進して

ください。前年度２回ふるさと納税を活用して「ゆめぴりか米」を申し込み、家族から大

変評判が良かったので再度申し込みしました。今後も応援しております。

北海道 ひまわりを見に年に１度はお邪魔しています。これからも応援しております。

東京都 応援しています！

大阪府 おいしいお米ありがとうございます．

兵庫県 いつもお世話になっています。

静岡県 いつもおいしいお米をありがとうございます。 もう、他のお米は食べられません！！

千葉県 素敵な街づくりを頑張って下さい。

神奈川県 いつも美味しいお米をありがとうございます

東京都 これからも安全でおいしいお米を作ってください

千葉県 頑張ってください

宮城県 頑張ってください！

東京都

これまでは、お正月ぐらいしか、お餅は食べませんでしたが、美味しい「田からもち」を

頂いてから、普段の食卓にもお餅を頂くようになりました。 ホームページを拝見して、

長い年月をかけて、地域の皆さんの努力の賜物で生み出された製品と知り、一層ありがた

く感謝して頂いています。

神奈川県 おいしいメロンです.

北海道 よろしくお願いします。

茨城県 貴地域の益々のご発展を祈念いたします。

静岡県
以前もこちらをいただきとてもおいしかったです。少しでも子育ての力になればうれしい

です。

東京都 いつも安全で美味しいお米をありがとうございます。

埼玉県 昨年もお米をいただきおいしくいただきました。 またお願いします。

3月12日

3月13日

3月11日



北海道 北竜町の農業振興、担い手育成にお役立てください。

熊本県 がんばってください

石川県 いつも美味しいお米をありがとう！！

神奈川県 応援しております。

兵庫県 いつも美味しいゆめぴりかをありがとうございます。

千葉県 秋に遊びに行きます

福岡県 いつも美味しいお米をありがとうございます

大阪府 少子化ですが、頑張ってください。 国産の食べ物を応援してます。

東京都
去年のメロンが大変美味しかったです。 今年の夏休みに子供を連れて観光に行きたいと考えてお
ります。

茨城県
北海道が大好きですが、北竜町は行ったことがありません。留萌にはよく行くのでその際

に是非行ってみたいと思います。

千葉県 美味しいお米ありがとうございます。

京都府 美味しいお米を全国に届けてください！応援しています！

東京都 町の発展を願っております。

東京都 これからも頑張って続けて頂けると有り難いです。

東京都 お米いつも美味しくいただいています。

神奈川県 これからもおいしいお米を作ってください。

北海道 応援しています。

北海道 北竜町のお米初めていただきます。美味しかったらまた納税しますね。

北海道 ゆめぴりか、いつも美味しくいただいています！

神奈川県 頑張ってください！

大阪府 お互い、身体を大事にしましょうね。

神奈川県 北海道に行く機会に訪れたいです。

東京都 応援しています。頑張ってください。

大阪府 ゆめぴりかとても美味しく気に入っております。いつもありがとうございます。

千葉県 いつも頼んでいます ななつぼしおいしいです

大阪府 いつも大変美味しいお米をありがとうございます。

神奈川県 いつもおいしくいただいております。

埼玉県 長い冬も終り早く春が来ると良いですね　 もうちょっとてす　頑張ってください

東京都
数年前から、応援させていただいております。寄付金は、子育て支援に使っれ頂けたら嬉

しいです。

北海道
ひまわり畑は見て美しいだけでなく、健康的なオイルにもなるのですね。お米も大変美味

しいです。今年も豊作になることをお祈りしています。

東京都
おいしそうなお米にひかれて寄付いたしました。ささやかですがお役立ていただけました

ら幸いです。

愛知県 毎年頂いていますが本当に美味しく楽しみにしています。

3月13日

3月14日

3月15日

3月16日



北海道 いつも美味しいお米をありがとうございます

東京都 ゆめぴりか美味しすぎます！！！

北海道 いつも美味しいお米をありがとうございます．

徳島県 学生の時にひまわりを見にいきました。また行きたいです。

愛知県 頑張って下さい。 楽しみにしてます。

北海道 ひまわりを見にまた行きます！

東京都 産業発展応援しています。

三重県 北竜町のますます発展をお祈り申し上げます。

神奈川県
ななつぼしを食べるのは初めてなので、楽しみにしております。 よろしくお願い致しま

す。

東京都 北竜町のご発展をお祈りいたします

大阪府
またいつかゆっくり北海道を訪れる機会があれば、ヒマワリが咲き誇る北竜町へ立ち寄ら

せていただきたいと思っています。

東京都 北海道は大好きです。 北海道の美しい自然や豊かな生態系の保全に役立ててください。

神奈川県 地域振興頑張ってください。

兵庫県
美味しいお米をいつもありがとうございます。 お天気に恵まれ、たくさんいいお米が出

来ることをお祈りしております。

東京都
トレーサビリティの取り組みは消費者にとって安心材料の一つです。ふるさと納税を機に

北竜町を知ることができました。

群馬県 昨年も美味しいお米をいただきました。 今度、町にも観光で行ってみたいです。

福岡県 北海道大好きです

東京都
昨年テレビのニュースで北竜町の米生産者の表彰を知り、ゆめぴりかをいただきました。 

大変おいしかったので、今年は種類を変えて申し込みます。楽しみにしています。

千葉県 毎年、応援しています。

長野県 活気ある街づくりにお役建てできれば幸いです。

埼玉県 はじめてです。( ´∀｀) 役立てて下さい。

東京都
返戻品を取り巻く条件や状況が変化している中、 以前と同じ寄附金でお米をご用意いた

だいていて、とっても助かります。  今後も北竜町のご発展をお祈りしています。

東京都 美味しくいただいてます。もっと美味しいお米が食べたいです！

神奈川県 わずかではありますが、ご活用ください。

兵庫県 雪は溶けましたか、今年も始めました。頑張ってください。

東京都 日本の食を支えてくださり、ありがとうございます。今後も応援しています。

埼玉県
いつも利用させていただいております。 とても美味しく幸せな気持ちになっておりま

す。 これからもよろしくお願いします。

神奈川県 おいしいお米をありがとうございます。

東京都
前回お米を頼みとてもおいしかったです。 きれいな水と空気の下寒くて大変な時もある

と思いますが頑張ってください

3月17日

3月18日

3月19日

3月20日

3月21日



神奈川県
これからもおいしいお米「ゆめぴりか」の生産を応援します！！ ほんとにおいしいお米

をありがとうございます！

北海道 ゆめぴりか、美味しく頂いてます

千葉県
この冬は寒さや雪が厳しかったと思いますが、美味しいお米の生産に、引き続き頑張って

ください。応援しております。

茨城県
寒い地域での農作業ご苦労様です。低農薬のお米、楽しみにしています♪これからも体を

大事にしながら頑張ってください!!

東京都 妻が北海道出身です。がんばってください！ おいしいお米待ってます！

東京都 応援してます！

大阪府 頑張ってください。

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 町の活性化にお役立て下さい！

宮城県 北竜町の向日葵畑大好きです

北海道 応援します。ひまわりメロンは三回目ですがとても美味しいです。届くのが楽しみです。

愛知県 自分たちも小さな子供を育てているので、同じ境遇の方を助けてあげて下さい。

愛知県
北竜町の安心していただけるもっちりしたお米、いつも楽しみにしています。これから

も、おいしいお米を作り続けてください。

東京都
いつも美味しいお米をありがとうございます。 昨年4回108㎏ 今年は1回目です。 品評会で

コシヒカリを抜いたそうですね！ 返礼品から撤退しないで下さいな。

東京都 減農薬米をこれからも続けて下さい。

沖縄県 いつも安全で美味しいお米をありがとうございます。 応援しています。

群馬県 もち米、毎年おいしくいただいています。

大阪府
ゆめぴりかが大好きでここにたどり着きました。少しではありますが地域復興に役立てば

幸いです。

東京都 安全・安⼼でおいしい農産物をつくり続けてください。

東京都 自然が豊かな北竜町に、いつか行ってみたいです。

東京都

昨年いただいたお米が、とってもおいしかったので、また寄付いたします。北の大地の水

や空気を感じられる気がして、毎日の食卓に欠かせません。 異常気象など、農業従事の

皆様はご苦労が多いと思いますが、お体に気を付けて、ますますおいしいお米を作ってく

ださいね。

千葉県 いつも素晴らしい、美味しいお米を有難うございます。

埼玉県 これからも素晴らしい北海道ブランドを守り続けて下さい。応援してます。

千葉県 北竜町の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。

岐阜県 ゆめぴりか　おいしいお米です。いつも楽しみにしています。

千葉県
いつも美味しくいただいております。これからも美味しいお米を作ってください。応援し

ております。

3月23日

3月24日

3月25日

3月21日

3月22日



北海道 昨年もお願いしました。また今年もよろしくお願いします。

愛知県 これからもよろしくお願いいたします。

東京都 とても美味しいお米で、ファンになりました。

静岡県 地域振興頑張ってください。

東京都 いつもありがとうございます

群馬県 学生時代に行ったきりですが、また訪れたいです。

大阪府 二度目の申し込みになります。 おいしく、玄米をいただきました。

大阪府 地方創生は我が国の生きる道です。挫けず頑張ってください。

千葉県

毎年美味しくお米をいただいており、すっかりファンになりました。以前、北海道にはバ

イクで行ったことがあります。その時は北竜町を知りませんでしたが、また行く機会があ

れば、ぜひ伺ってみたいです。

北海道 観光にちからをいれて、向日葵の町のイメージを強くしてください。

神奈川県 頑張って下さい。

東京都 農家の皆様、頑張ってください。応援しています。

東京都
気候の厳しい土地で、美味しい低農薬米作りに、町をあげて取り組んでいらっしゃる北竜

町の皆さん、応援しています。

北海道 いつもおいしいお米をありがとうございます

兵庫県 前回頂いたゆめぴりか 美味しかったです。リピートです。

愛知県
前回も寄付させていただきました。返礼のゆめぴりかがとても美味しく、再度寄付させて

いただくことにしました。

千葉県 ゆめぴりか、ひまわりメロンいつも美味しくいただいております。

京都府 がんばってください！

東京都 活気に溢れる町になることを祈念します。

東京都 今年も応援しています。

千葉県
北竜町の低農薬米を以前食べてとても美味しかったです。美味しいお米を毎年作り続けら

れるように寄付いたします。

島根県 ななつぼし食べたことありません。楽しみにしています。

新潟県 北竜町の今後の益々のご発展をお祈り申し上げます。

三重県 美味しいお米作りを続けてください。

東京都 頑張ってください。

神奈川県 GO! 北竜町!!

愛知県 北竜町の一層のご発展をお祈り申し上げます。

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。

東京都 以前ひまわりを見たことがあります。応援していますので、頑張ってください。

北海道 毎年夏休みにひまわりを見に行きます。今年も楽しみにしています。

東京都 よろしくお願い申し上げます。

東京都 日本が誇る北海道の大自然での農業をどうぞ守って行って下さい。

3月29日

3月30日

3月31日

3月25日

3月26日

3月27日

3月28日



東京都 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．

東京都 北竜町を初めて知りました。これを機会に北竜町のことを知りたいと思います。

東京都 貴町の益々のご発展をお祈り申し上げます。

埼玉県 少ないですがお役立てください。

神奈川県
失礼ながら地図で探しました。一度行ってみたいものです。低農薬米など独自性を生かし

た特産で、活性化に頑張ってください。

埼玉県 いつもおいしいお米ありがとうございます。

秋田県 おいしいゆめぴりか、これからも宜しくお願い致します。

愛知県 環境保護に役立てください。

3月31日


