
【全国の皆様からお寄せいただいた応援メッセージ】

話題のお米を食べてみたくて今回の寄付となりました。 お水や空気が綺麗なところだからこそ美味しいお米ができるのでしょうね。

2019年の6月に地震があったと伺いました。復興は容易ではないかと思いますが、今回の寄付で少しでもその一助となれば幸いです。頑張ってください！

２０年ぐらい前にひょんなことから村上を訪れて以来、村上フリークです。 年に１回は必ず村上旅行に行ってます。 ２０２０年もまた行きます！また村上の方々にお会いできるのを楽しみにしています。

NGT48のファンで縁あって村上で食べた村上牛がとても美味しく、せっかくふるさと納税するならと思い決めました。これからもNGT48のバックアップをお願いします。

ありがとうございます。村上牛の良さを世界に届けてください。

いいお肉を作ってください！

いつまでもおいしいお米を作って下さい。

いつまでも美しい自然豊かな環境であることを願います。返礼品を楽しみにしております。

いつまでも美味しいお米が作れるよう、自治体は自然環境を守る努力をお願いいたします。新潟産というのは、とても強いブランド力があります。

いつもありがとうございます。宜しくお願いします。

いつも新之助おいしく頂いています＾＾

おいしいいお米をこれからも作り続けていただきたいと思います。

おいしいお米を育てて、全国に発信してください。

おいしいお米作り、ご苦労様です。

オレも行政マン、頑張りましょう！

お正月に村上の塩引き鮭を頂くのが楽しみです。

お米を通じて第二のふるさとになれれば嬉しいです。

お役立てください

かつて新潟県に住んでおりました。村上牛も〆張も大好きです。

がんばってください！

がんばれ！！！！

きれいな夕日をまた見に行くよ🎵

この米が好きです、引き続き美味しいお米が食べれるように宜しくお願いします

これからも美味しいお米を作ってくださいませ。

これからも美味しくて安心して食べられる、肉の生産をお願い致します。

これを機に訪れてみたいと思います。

〆張鶴は、一度飲んだことがあり、とても美味しかったです。いい酒造りを応援しています。

スポーツイベントにつかっていただきたいです。イベントが立ち上がったら参加したいと思います。

ソーセージが美味しければ、毎年、ふるさと納税します。

その土地の古きよきものを大切に守り、人や環境にやさしいまちづくりをお願いします。

たびたび訪れています。食も文化も好きです。 応援しています。

ときどき新潟へ行くことがあり、お世話になっています。これから雪のシーズンで大変ですが、身体に気をつけて頑張ってください。

とても美味しそうなお肉なので注文しました。新潟の自然とお米が好きです。

どんな子でも平等に楽しく学べる町づくりを期待しています。

ふるさと納税を通じて村上市に貢献できるのが嬉しいです！

まちづくり応援しています

マラソン大会など活気のある街づくりを続けてください

未来の子供たちのために使ってほしいです

やはり水がキレイな町だから、お米も美味しいのかと。ずっと自然を大切にしてほしいです。

よい地場産品を提供して、産業振興を図ってほしい
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【全国の皆様からお寄せいただいた応援メッセージ】

よく村上の地を訪れます。地元の人の温かさに触れ、今回寄付いたします。ご活用ください。

より良い市になるよう期待しています

安心の国産、作り続けられる環境を！

以前、三面川を遡行して飯豊に登山した体験と塩鮭を食べた経験があり、非常に村上市に興味があるので、頑張って頂くため

以前、夫婦で旅行に行きました。食べ物も美味しくとても和むところでした。また行きたいと思います。

以前食べた有名な村上の塩引鮭が登録されていたので申し込みました。 老舗の有名店の塩引鮭が届くのが楽しみです。 来年は村上に旅行に行きます。食べ物が楽しみです。

以前旅行した際、鮭を食し大変おいしかった

一回行ってみたいです！

一度訪れたい地です。

一日も早く復興され、これまで通り鮭漁の歴史や鮭の食文化を守って、後世に伝えていっていただきたいと
思っております。  ”お年取り”とお雑煮のために塩引き鮭を送っていただきました。

益々の発展を祈念しております。

駅前をもっと活気づけてください

塩引き鮭を食べたら他の鮭は食べられません。これからも是非続けてください。

応援しています。頑張ってください。

何らかお役に立てば幸いです。

何回も電車の乗り継ぎで降りては落ち着いた街並みを楽しんでいます。

家族で瀬波温泉にて波の音を聴きながら新しい年を迎えます。  村上市のふるさと納税の担当の方には 本当にお世話になりました。  ありがとうございます。

過疎化する郷里、観光・産業元気になってもらいたい

海の見える温泉に行きました。 夏に夕日を見にまた行きたいですね。

皆様が 元気で 健康で いますように

官民協力して産地の魅力的な特産品を紹介していってください。

環境、自然保全に努めてください

環境を守るために役立ててください

観光で訪れます。いつも元気にさせていただき有難いです。素敵な町づくり応援しています。

頑張ってください！応援しています！

頑張ってください。

頑張れ村上市

期待してます！頑張ってください！

貴市のイベントには頻繁にしばしば参加しています。来年の2020年も参加予定です。

宜しくお願い致します！

健康で安心な暮らしづくり頑張ってください

健康な人が増えますようお祈りいたします。

高齢者である両親が不自由なく生活できるようにしてください。

高齢者の自動車運転関連に力を入れてください。

今後も応援しています

今年、旅行で訪れて魅力を感じました。 若い人が伝統文化を継承し、地元に住み働き続けることができるよう応援したいと思います。

今年の秋に旅行で訪れて、魅力を感じました。 伝統的な街並みや文化を保存するために協力したいと思いました。

今年は温泉でゆっくり過ごせました。来年は悪天候のため観れなかった、綺麗な海岸線に沈む夕日も拝みに行きたいと思ってます。

今年旅行で村上市を訪れ、伝統的な街並みに魅せられました。 素晴らしい伝統的な文化が継承されていくように応援します。

妻が新潟生まれです
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【全国の皆様からお寄せいただいた応援メッセージ】

妻の実家が近く、瀬波温泉に立ち寄ることが多いです。鮭など魅力的なところが多い街だと思っています。

妻は新潟出身、私も新潟勤務経験ありです。村上市を応援しています。

災害や降雪等、いろいろと大変なことも多いと思いますが、応援しています。

昨年亡くなった新潟柏崎出身の父がずっと昔の鮭が食べたいと言っており、アンテナショップに行くけれど、
その鮭には巡り合わなかった。 私も昔の鮭が食べたい。それを作れる方を育ててほしいです。 台風被害も
まだまだ大変でしょうが、これから寒くなるので体調を崩さず頑張ってください。

鮭と酒の名産地として、これからもがんばって下さい。

鮭文化を大切に

笹川流れがいつまでも美しくあるようにお願いしたい。 自然のままが好きです。あまり観光地化しないでほしいです。

三面川の鮭のことくらいしか知りませんが、行ったことがないところなので興味があります。

三面川の周辺の自然が大好きです この素晴らしい環境を いつまでも、後世に残していただけるよう希望しております

山形県出身です。初めて食べる村上牛、到着を楽しみにしています。

産業の振興に使ってください。

子どもの育成に活用されることを希望します。

子育て支援をお願いします。

子供のすみやすい町にしてください。

子供達の教育のために寄付金を有効に使っていただけることを願ってます。

市の発展を応援します。

市の発展を心からお祈り申し上げます。

市民の皆様がこれからも安心して暮らしていけますことを願ってます

市民の皆様の生活向上にお役立ていただければと思います。

思いやりと助け合いによってより良い市になってください。

次世代へ続く自然環境の維持を！

自治体の皆様、被災された皆様、大変だと思いますが、頑張ってください。応援しています。

自身の出身地がお隣の県にあたります。早く復興出来るよう応援しています。

自然の維持と街づくりがんばれ

自然の環境保全に役立つような使い方をしてもらえたら嬉しいです。

自然を守って米どころであり続けてください

自然溢れた町造りを期待してます。

自然災害も増えており、安全安心な街づくりを期待しております。

自然保全のために使っていただきたいです。

若い頃にスキーで新潟にお邪魔して以来行けずにいます。 主人と定年後、ゆっくり訪れたいです。

住みやすい町にしてください。

初めてふるさと納税をさせて頂きます。これからも応援しています。

将来を担う若者が希望を持てるように支援をしてください。応援しています。

小生は都会生まれで、故郷がなく寂しい思いで過ごしていました。 村上市出身の方々の故郷に、お役に立てればと思います。

少しでも役立てば幸いです

少しばかりですが、お役立ていただけましたら幸いでございます。

障害者、高齢者の福祉に使って欲しいです。

職場の近くに新潟のアンテナショプがありずっと訪問したいと思ってました。 子供たちが地元で夢を叶えられるよう祈念しております。

新潟に娘が住んでいます。新潟に旅行した時に食べた新之助！ホントに美味しくて感動しました。 応援しています！
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【全国の皆様からお寄せいただいた応援メッセージ】

新潟はこころのふるさとです。頑張ってください！

新潟県、頑張ってほしいです！（私は新潟県出身です。）

新潟県は生まれ故郷なので応援しています！

新潟県出身です 新潟県を盛り上げて行きましょう

新潟県出身です。がんばってください！

新潟県人として盛り上がる街作りに期待してます！

新之助が大好きです！これからも美味しい米を作ってください。

新之助の生産地を応援しています！

新之助米を頂いたときにとても美味しく感動いたしました。美味しいお米をありがとうございます。

是非こどもたちへ使って欲しいです。

星がきれいでした。より住みよい街にしてください。

生まれ故郷であり、地域活性化に協力できればと思います。

誠実な日本　素晴らしい創造 息子や私の未来へ 元気の為に肉を買いました

昔住んでいました。

先日村上市を訪れた際、温泉などで素敵な時間を過ごすことが出来ました。少しでもお役に立てれば幸いです。

川口に住んでます  父の実家が村上のお寺です なので村上には思い入れががります この様な形で応援したいです

祖母・先祖の故郷です。いまは遠方に住んでいますが、いつも気にかけています。

祖母が村上市に住んでいます。 高齢者が暮らしやすい町づくりを希望いたします！

素晴らしい工芸品をこれからも作り続けてください。

村上という姓のため、村上市に興味があり観光にも行きました。 より良い観光地になることを期待しています。

村上にはいい所が沢山あるのでよく行きます。

村上の塩引きは最高に美味しいです。 何度もリピートしています。

村上の活性化に貢献応援しております！

村上の鮭は絶品です！ また村上の街自体も大好きです。 あの素晴らしい街並みと温もりを是非今後も、 維持できるよう応援しております！

村上の町屋、お祭り、食べ物に興味があります

村上の発展を祈念しております。

村上の文化、伝統を後世まで伝えてほしい。

村上を応援します。

村上牛ブランドをふるさと納税制度で初めて拝見しました。楽しみにしています。

村上牛をサイトで初めて知り、寄付させていただきました。 何かのお役に立てれば幸いです。

村上市　沢山の美味しいものがあり　楽しみです。

村上市（旧朝日村）を離れて４０数年。１年に一度を帰省しております。故郷の綺麗な景観をぜひこれからも残していって欲しいです。これからも遠くから村上市の発展を応援しています！

村上市には何度か足を運んでおります。今回の地震被害の応援ができればと思い選ばせて頂きました。また来訪させて頂きます。

村上市の発展を応援しています。

村上市の復興、発展に使って下さい。

村上市の良さをもっとPRして下さい。

村上市はとても素敵なところですね。応援しています。

村上市を応援します。

村上市産の新之助の美味しさに感動しましたので、返礼品希望しました！

村上市出身ではありませんが、新潟県の出身です。 塩引鮭や笹川流れなど、観光と産業で大いに盛り上げてください。
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【全国の皆様からお寄せいただいた応援メッセージ】

村上出身ではありませんが、年に１回は必ず村上旅行に行ってます。 料理も全ておいしく、何より村上の
温かさに救われました！ ２０２０年もまた行きます！また村上の方々にお会いできるのを楽しみにしていま
す。

村上出身ではないですが母が新潟出身です！応援しております！

台風や、災害に負けないで、頑張ってください。

大学時代に何度か行かせて頂きました。今後も良い街作りを頑張って下さい。

大好きな街です。 自然も食べ物も人もいい。これからもずっと末永く反映しますようお祈りしております。

地域の子供たちに役立ててください。

地域経済振興に頑張ってください。

地域住民が安心して暮らせるまちづくりに活用ください。

地震災害などあり大変だと思いますが、復興に向けて頑張ってください。村上の美しい景色・酒・鮭、大好きです。

地方創生頑張りましょう！魅力的な県ですので応援しています。

転勤で新潟市に住んでいました。息子の担任の先生が、村上市出身で、大変お世話になりました。お酒が美味しいと言ってたのを覚えています。

伝統、自然景観のすばらしさ、憧れのまちです。良き発展を応援さします。

伝統ある塩引鮭に興味があり、歴史や文化に触れるきっかけとなりました。ありがとうございます。

伝統を引き継ぎ、変わらぬ製法で、安心安全な物づくりを応援します。

東方神起が新之助美味しいと食べていて、今回初めてふるなび申し込みしました。

日本のために頑張って下さい！

日本人のために役立てて下さい

農業振興応援します

発展を期待してます。

微力ながら応援させていただきます、これからもお値打ちな返礼品期待しています、頑張ってください。

微力ながら応援してます。

微力ながら村上市の発展に協力させてください。

美味しいお肉を両親に食べてもらいたく、選ばせていただきました。応援しています！

美味しいお米をいつもでもご提供頂けるよう街づくりをお願い致します。

美味しいお米をこれからも提供して下さい。

美味しいお米を作り続けてください。

美味しいお米を作る村上市を 蔭ながら支援出来れば良いと！思います。

美味しいお米作り頑張って下さい。

父が村上市出身です。応援しています。

復興、陰ながら応援しております。

復興の一助となれば幸甚です。

復興支援をさせていただきます

平野歩夢選手を応援しています。

米、柿、鮭などおいしいものばかり。自然を大切にしてください

豊かな自然を守り続けていただきたいです。どうかよろしくお願いいたします。

本年は地震の報道に対し、少しでも早い復旧をお祈りしつつ、寄付の形で応援させていただきたく思います。

毎年寄付させていただいています。これからも応援しています

毎年申し込んでいます。とてもおいしいお米をありがとうございます。応援してます。

毎年村上牛を申し込もうとしていつも品切れだったのでなんとか申し込めてよかったです。
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【全国の皆様からお寄せいただいた応援メッセージ】

未来の自然のために使ってください！

友人が住んでいますので、今年も。

友人が村上市の出身なので、興味を持ちました。昨年の震災であまり報道されていない被害もあるかと思います。一日も早い復興をお祈りしております。

友達の出身地です、素敵な故郷のままでいてほしいです。

有意義に使っていただけたら嬉しいです。

有効に利用して

旅行で訪れた良い思い出があります。村上市の発展を願っています。

良い街づくりを追求ください。応援しています。

良い町を、つくって下さい！！

良い町作りをお願いします。

冷凍しても美味しくいただけます。美味しいお米作りを有難うございます！

家族で美味しくいただき、返礼品に大変満足しております。 また来年もあればお願いする予定ですので、よ
ろしくお願いいたします。
〆張鶴は好きな日本酒のひとつだったので、返礼品にこちらがあるものとして選択させていただきました。2
種類のお酒が入っていて、どちらも非常に堪能できました。すぐに飲み切ってしまうのが惜しい(笑)でも、冷
蔵庫にも入るサイズなので（一升瓶だと入らない）、冷やしながら少しずつ楽しませていただきました。
ほんのりとした香りとまろやかで後味綺麗な「純」と上品できめ細やかな口当たりの特別本醸造酒「雪」の2
本セットです，おいしくいただきました。
１０，０００円の寄付で３００グラムの牛肉という、量目／価格という比較では割高と思われますが、実際に食
べてみて人気度が高いのが理解できました。やわらかく、非常に美味しい牛肉でした。近いうちにリピートし
ようと思います。
1年程前に、2本セットの〆張鶴を頼んだことがあります。とても満足度が高かったので今回は4本セットを頼
んでしまいました。寄付から2週間弱で到着しました。4種の味の違いなども含めてじっくり楽しみたいと思い
ます。

2キロが3袋と小分けになっているからとてもいいです。収納もし易い。 味はもちろん美味しいです。 注文し
てから到着まで２週間程度と早くて助かります。 またリピートしたいと思います。 やっぱりお米は新潟産に
限ります。
30年以上前に仕事で新潟に数ヶ月住んでいたことがあります。寒い時期で、旅館に逗留していたのです
が、お米も美味しいし、魚も美味しかった思い出があります。特に、ボタンエビと鮭は絶品で新潟のお酒と共
に夕飯が楽しみでした。今回、村上の鮭を食べながら、若い頃、仕事は大変でしたが、美味しいお酒と鮭料
理を食べて過ごした新潟での思い出を懐かしく振り返ることが出来ました。
いつもいただいているお気に入りの大洋盛が返礼品に。即申込みをさせていただきました。四合瓶では
ちょっと我が家には物足りないので、一升瓶も置いて頂けるとありがたいです。年末年始用にこれからまた
追加で申込みさせていただく予定です。
お正月といえば、塩引き鮭。塩引き鮭といえば、新潟県の村上の鮭！今回初めてふるさと納税でこちらの
お品を見つけ、さっそくお申し込みをしました。切り身で少量をお送りいただけるので助かります。まだ届い
ていませんが、年内に届くことを想定して、楽しみにしています。
お米といったら新潟が美味しいだろうということで、こちらに二度寄付させて頂きました。 高機能の炊飯器で
なくとも、甘くて美味しく炊き上がりました。 また機会がありましたら、こちらのお米をお願いしたいと思いま
す。
コシヒカリはまだ食べていませんが、野菜は美味しかったです。 ブロッコリー、ネギ、小松菜等々入っていま
した。他の季節のお野菜もいただいてみたいです。 まんまスティックや大きいお麩も美味しそうでいただくの
が楽しみです。
テレビで紹介されているのを見て頼みました。切り身が個包装されておりその日食べるぶんだけ焼けるの
は非常に便利です。 味はほどよい塩加減で美味しかったです。子どもたちにも好評でした。また機会があ
れば注文したいと思います。
テレビで放映され、村上の塩引鮭の存在を初めて知りました。申し込み後速やかに返礼品が届きました。
新巻き鮭とは、また違う風味の村上の塩引鮭、酒びたし、とても美味です。大阪のショップでは、塩引鮭が
見当たらないのが残念。
ふるさと納税の申し込みをしてから約2週間程度で届きました。年に1度、村上へは海水浴に行くのですが、
そのときに頂く村上牛のおいしさに惹かれ、申し込みをしました。さっそく年末にすき焼きで頂きたいと思い
ます。楽しみです。
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ふるさと納税をするまでは、村上市が鮭で有名とは全く知りませんでした。塩引鮭は皮のパリパリ感と魚の
旨味が強く、一度食べるとその美味しいことに感動します。新巻鮭とは全然違いますね。これからもストック
がなくなればまたお願いしようと思っております。
ふるさと納税制度を利用しお肉の返礼品を数件頂きましたが、美味しさにおいては過去最高範疇に入る一
品だと思います。すき焼きとして頂きましたが、家族にも大好評でした。機会がありましたら、また利用した
いと思っています。
まだ子供が小さいのでお米が小分けに２㎏ずつ分かれていることに好感が持てました。 新潟のお米という
安心感、満足感を得られています。今年度はすべてふるさと納税枠を使いましたので、また来年度、ふるさ
と納税という形で応援していきたいなと思っています。今後とも頑張っていただきたいです。
まだ食べてはいませんが、冷蔵庫で解凍中です。見る限り、十分な霜降り肉で、食べるのが楽しみになりま
す。そこそこ肉厚な状態でカットされているので、しゃぶしゃぶよりは、すき焼きなどで食べた方がよさそうな
印象です。
やはりお米は新潟県産が美味しいと思うのでこちらを選びました。 生活必需品のお米で、通常お高めな
「新之助」がふるさと納税でGETできて良かったです。20000円で12kgと言うのも割がいいと思います。 新米
Verもあればより良いです。
とても楽しみにしています。子供が修学旅行で新潟の米を研究し、北海道の大規模農場と違い新潟のお米
は手間暇かけてとても大変な工程を経て作られているということを学んできました。とてもありがたいと思い
ます。日本の食をこれからも支えてください。
やっぱり新之助は美味しいです。家族も大変喜んでいます。毎日のご飯がとても楽しみになっています。２
kg毎の袋に分かれているので保管場所もかさばらず、食べるタイミングで開封できるので鮮度も保てて大
変良いです。
以前村上市に旅行した際、サーモンハウスさんで購入した秋鮭焼漬がとても美味しく、再度食べたいと思い
こちらでふるさと納税を利用しました。 酒びたしや塩引き鮭もとても楽しみで、年末にじっくり味わおうと考え
ております。

育ち盛りの子供がおり消費が早いので、返礼品はお米にしたいと思っていました。 ただ、妻や親がお米の
味には煩いため、美味しいお米であることが条件でした。 2018年末に寄付を行いその後1年間送って頂き
ましたが、その味に家族も大満足、妻は「このお米は美味しいね」と申しています。 そこで2019年末もリピー
トさせて頂きました。 また1年間楽しみです。

一切れ一切れが真空パックで包んであり使いやすかったです。塩加減も丁度良く、風味もよく美味しくいた
だきました。朝食でもよし残業で遅くに帰宅しても簡単に食べることができ、来年も是非、申し込もうと思って
います。
塩引き鮭は大好きでいろいろなところから注文しましたが、ここの鮭は大変おいしかったです。塩加減もちょ
うどよくいい味を出しています。家族みなで喜んで食べています。また機会がありましたら注文したいとおも
います。
我が家でよく食べる他県産のコシヒカリ米よりもおいしいです。適度な粘りと甘みがあり，米の味がしっかり
感じられます。弁当に詰めて持っていきますが，冷めてもおいしいです。機会があったら，また注文させてい
ただきたいです。
寄付して1週間程度で商品が届きました。小包に入った包装を開くと脂ののった綺麗なお肉が見えました。
さっそく頂きましたが、口に入れると脂がすぐに溶けていきました。とてもおいしかったです。来年以降も宜し
くお願いします。
寄付してすぐに商品が届きました。30Kgを頼みましたが、袋が10Kgの小分けになっており使いやすかった
です。早速お米を炊きましたところ、すごく香りが良くおいしかったです。来年以降も是非続けてもらえたら嬉
しいです。
期待して待っていましたが、有名な塩引き鮭のことであり、やはり期待以上でした。 塩加減もほど良くたい
へん美味しく頂きました。 イカの一夜干しは、その大きさと身の厚さに感激いたしました。 再度、頼みたいと
思います。 オススメです。
去年に引き続き、今年も寄付させていただきました。品物は実家の父に贈っています。新潟に赴任だった時
からこの鮭のファンで、大好きです。毎年楽しみにしているようで、今年も大変喜んでいました。これからも
毎年恒例にしたいと思っています。
今回、コシヒカリをふるさと納税で頂きました。コシヒカリは自分の好きなコメの種類ですので、非常に満足し
ています。値段的にもリーズナブルでなのが嬉しかったです。 また、応募してから届くまでの期間も短いの
も良かったです。
今年初めて寄付させていただきました。2キロが3袋と言うことで使い勝手の良い点が選んだポイントになり
ました。まだいただいていませんが、普段は安いお米しか食べていないので特別感を期待して楽しみに味
わいたいと思います。

最近いろいろなブランド米が売られていますが、新潟のお米を食べたくて申し込みました。 ２ｋｇが３袋なの
で少人数の家庭にお薦めです。 炊き立てのご飯はとてもおいしく、卵かけご飯で食べたりと大満足です。
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昨年からのリピートです。村上には時々行くことがあり、以前から村恭クレープは大好きで、お店にもまた行
きたいと思ってます。冷凍状態で届きますので、10種類の味をゆっくり楽しめるので嬉しいです。今年も美味
しくいただいております。
昨年に続き、今年も頂くことにしました。米所：新潟県の中でも、一番美味しいお米を作られてると思いま
す。白米だけで美味しく食べられます。今年だけでなく来年以降も是非応募したいと思います。全国に白米
の美味しさを広げてください。
昨年に続き、申し込みました。変わらず安定した美味しさです。ハズレなしです。新米なので水の量の調整
に気を使いますが、ご飯もキラキラ輝いて美味しいです。昨年のように毎月発送があるともっといい。ぜひ
検討お願いします。
鮭の身は思ったよりしょっぱくなく、ご飯のおかずにちょうどよい感じでしたが、お茶漬け等にしてもおいしく
食べれると思います。酒びたしはまだ食べておりませんが、おいしいお酒を手にいれてから一緒に楽しもう
と思います。
三つの小分けで使いやすく便利です。笹に包まれている風ですが、中は真空パックとなっています。硬いと
ころもなくまた臭みもなく、食感が良かったです。味付けも甘辛さが丁度よく美味しくいただきました。また頼
もうと思います。
写真と同じ、綺麗で上質のお肉が届きました。わが家ではすき焼きにして味わいましたが、とても柔らかく味
も美味でした。子供たちにも大人気。ふるさと納税を複数しておけばもっと良かったかなぁと、少し残念な気
持ちです。
初めて新潟県産のコシヒカリを食べましたが、とてももっちりしていて、おいしかったです。３袋届いたので、
１袋お隣さんへ差し上げたのですが、お隣さんも美味しかったと喜んでくれました。また、来年、頼んでみよ
うと思います。
新潟でいただいて以来ファンになりました。美味しい〆張鶴の、吟醸、純米など複数種類が楽しめることも
ありがたいです。我が家は皆酒飲みですので、常備しておくのにはぴったりのセットということで、何度もリ
ピートしています。
新潟の方から以前、新之助を進物で頂いたことがあり、とても美味しかったので今回寄付させていただきま
した。やはりとても美味しい艶やかな炊き上がりでコシヒカリとはまた違った、米を主張している美味しさで
す。ありがとうございました。
新潟県のお米はいつも[こしひかり]を食べていましたが最近[新之助]の銘柄を聞く機会か増えていたので
選んでみました。こしひかり同様新之助も大変美味しかったです。２キロ入りの袋は１人暮らしの母にあげ
たらとても喜ばれました。
新潟県の代表作コシヒカリに続く新品種と聞いて食べてみたくなり申し込みしました。鉄鍋での炊き上がりも
ツヤが一段と感じられ、口ざわりも非常にみずみずしく甘味たっぷりの美味しいお米をいただきました。子供
たちもいつもよりたくさんご飯を食べてました。新米のうちにまたお願いしたいと思います。

新潟生まれ新潟育ちの義理の母が、岩船産ブランドのコシヒカリはおすすめとのことで、高級なお米にも関
わらず、元気な時は送ってくれていました。私が日常で買い物するスーパーでは見かけないので、奮発の
意味も込めて依頼しました。年末駆け込みでしたが、翌年に順次発送が嬉しいです。

新之助が6kgと他より少し多かったので、こちらでお願いしました。年末で混んでいたのか、思ったよりも配
送に時間がかかった気がします。ふるさと納税でお米を頼むときは、配送時期がいつ頃になるか分からな
いのが難しいですね。お米自体は粒が大きくてとても美味しいです。

新之助のお米が食べたいと思っていましたが、普段買い物するところには取り扱いされてなく、探していたと
ころでした。２キロ入りが3袋と、保存もしやすくおすそわけするのにピッタリでした。新年に合わせて配送も
間に合い、とても美味しくいただけました。
新之助は食べてみたかったので、ふるさと納税で見つけて早速申し込みました。新之助の 他にもかわいら
しく梱包された「朝日あいじょう米」のスティックもセットでいただけて、お得感がとてもあります。お米の食べ
比べも楽しみです。
申し込みをしてから約3-4週間で届きました。村上へは年に1度、海水浴に行く縁もあり、話題の新銘柄を試
してみたいと思い申し込みました。冷めても美味しく頂けるのでオススメです。来年も機会がありましたら、
申し込みしたいと思います。
精米日の翌日に届きました。買い置きのコシヒカリもありましたが、精米したてのご飯が食べたくて早速炊
いて食べました。新之助は以前にも買って食べたことはあったのですが、精米したては特別に美味しく、大
粒のお米が光っていました。少し前に偽物が出回った位の人気のお米。直送なので安心して楽しんでいま
す。

前回注文した時に、美味しさにびっくり。家族もこんなに美味しいお肉は食べたことがないと言って喜んでい
ました。今回はリピートです。ただ残念なのは、同じ寄付金額でも量が減ってしまったこと。

早速の対応ありがとうございます。コスパの良さはもちろんですが、すっきりしていて味も最高でした。栓を
ぬいたら、あっという間に空になってしまいました。さすが米処のお酒だと思いました。これからも美味しい
お酒お願いします。
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村上には時々訪れますが、自然豊かで、お米、お酒が美味しい場所です。普段はブランド米の新之助はな
かなか手は出せないですが、たまに食べると、きらめく大粒というキャッチフレーズの通り、お米の美味しさ
を噛むごとに感じられます。 6キロの新之助は嬉しいです。
村上の塩引鮭はテレビや雑誌でよく紹介されています。寒風で干し熟成させた村上の塩引鮭はスーパーの
塩鮭とは別物で独特のうまみが凝縮されていて、おいしく戴きました。村上の老舗の味は格別です。一切れ
ずつ冷凍パックされているので都度解凍して食べられるのが良いです。

村上の鮭は以前もいただいて大変美味しかったのでこちらはどうかな、と思い試してみましたら、とっても良
かったです。しょっぱすぎず、とてもいいお味でした。アラも入っていて鍋に入れようと思います。 切り身は3
枚ずつに小分けいただいているので使いやすいし一切れずつが厚いので食べ応え十分です。来年リピート
決定です！
村上は何度か訪れていてふるさと納税をするならば地震台風被害の支援がしたいと思い来訪時にありつ
けなかった村上牛を年末年始の贅沢に…とお願いしました。 結果大正解です。 どうせやるなら還元率など
考えた方が良いのかな？と思いましたが大好きな土地を応援できた上にこんな美味しいお肉を食べられた
と大満足の寄付になりました。 本当に美味しかったです。
村上は大好きで何度も行っていますが、日帰りが多いので、ふるさと納税で頂いた瀬波温泉利用券を使
い、旅館に泊まってみたいと思います。 温泉旅館周辺にはお土産屋さんも沢山あるのでいろいろ見てまわ
るのも楽しみです。

村上牛はとても美味しく、また寄付をしようと思っております。ワンストップ特例申請書の返信用封筒も切手
不要であり、とても助かりました。とても誠意のある対応だと感じました。

村上牛は霜降りが入りやすい特質があるそうで、届いたお肉はその特質通り素晴らしい霜降りが入ったお
肉が届きました。お肉の状態は全てが素晴らしい霜降り具合で、安定した品質での商品提供がされました。
また村上牛は、全国肉用牛枝肉共励会で過去2回最高位の名誉賞を受賞した、実力ある黒毛和牛だそうで
す。すきやきにして食べましたが、とにかくうまい!柔らかいです。こんなに霜降りがあるのに、まったくしつこ
くなく、旨み十分でした。あっという間に平らげてしまいました。A5ランク冷蔵品にて、こんなに美味しいお肉
をいただけて感謝です。またリピートしたいです。

村上市には数年前に旅行に行き、とても良いところでしたので今回ふるさと納税してみました。その時に大
洋盛の蔵で説明を受けながら試飲させてもらい、酒造りに対する姿勢に感心しました。新潟はやはり日本
酒がおいしいですね。
村上市のほかの品種を食べたらおいしかったので、この特別栽培米のお米を試してみたくて頼みました。こ
この地域はお米がおいしそうな説明を読んだので、食べるのが楽しみです。お米なので、毎日食べますの
で助かります。
大変おいしく頂きました！ 家族もおいしいと言っており大評判です。 市販とは異なり、もっちりとして風味が
あるところが気にいっています。 これからもふるさと納税したいと思います。楽しみにしています。頑張ってく
ださい。
大変美味しくいただきました。村上は鮭で有名なので、いつも塩引きをいただいていましたが、色々なお味
が楽しめるためこちらを申し込んでみました。2個ずつのパックとなっているので、少人数のご家庭におすす
めです。
注文してから比較的早くに届きました。 2キロごとになっているので、少量ずつしか使わない我が家では 虫
がつく心配がなく助かりました。まだ届いたばかりで炊いていませんが、 コシヒカリを味わうのがとても楽し
みです。
伝統的な村上の塩引き鮭です。古き良き塩辛い鮭が好きな人にはたまらない逸品ではないかと思います。
ほぐした身をお茶漬けにしたり、焼き鮭を日本酒のアテなどにして美味しくいただきました。ただし、甘鮭が
好きな人には少し塩辛過ぎるかもしれません。

届いてすぐに炊きました。新之助は粒が大きいということですが、ぱっと見た感じでは私にはわかりません
でした。でも今までの米と手のひらで比べてみると、大きいかなという感じ。炊いてみると一粒が大きいのが
わかった。そして美味しい！つやつやしてる。もちもちしてる。おにぎりにしたら何個でも食べてしまう。

いつもミルキークイーンが好きなので、そちらを頼むのですが、スーパーで見かけて美味しそうだなと思って
いたので、ふるさと納税でいただけて嬉しいです。ご飯がおいしい季節。ご飯が進むおかずを用意して、楽
しみます。
日本酒の返礼品は色々ありますが、安心して選択出来るお酒は少ないです。その中で〆張鶴は、本醸造
でも純米吟醸でもとても飲みやすく、お勧めのお酒です。日本酒は好き嫌いがあるとは思いますが、〆張鶴
は大半の方に好まれる飲みやすい日本酒と思います。

写真がきれいで、霜降っているので選びました。 肉が届いたら焼肉をしたいと思います。 新潟には行った
ことがあるのですが村上市には行ったことが ないので訪ねてみたいです。
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【全国の皆様からお寄せいただいた応援メッセージ】

年末に寄付をしましたが、先日受け取ることができました。対応が早くて嬉しかったです。築地の鮭やさんで
も一押しの「村上の鮭」をふるさと納税のお礼の品で受け取ることができて幸せな気分になりました。1パッ
クずつ個包装されているので便利です。ボウルにお水をはった中にパックごと入れ解凍し、グリルで焼きま
した。本当に格別な味がします。とても美味しくてくせになります。またお願いしようと思います。

年末のバタバタしている時に急いでふるさと納税を行いました。返礼品のお米はまだ、届いていませんが
「新之助」が届くのが楽しみです。村上地域は岩船産コシヒカリが有名ですが「新之助」もブランド米なので
期待しております。届いたら家族で食べたいと思います。

1万円寄付で6kgは気軽に申し込めて嬉しいです。 好きな系統のお米でしたらリピートさせて頂きます。 パッ
ケージも素敵なので贈答用にも良いと思いました。

年末の忙しい時期に寄付したのにも関わらず、1月上旬に届いたので早くてビックリしました。新潟コシヒカ
リの三大産地の１つである岩船産ということで選びましたが大正解でした！我が家のふるさと納税の定番
になりそうです。

納税してから、１週間以内で到着しました。見た目はキレイなサシが入っていて美しかったです。すき焼きに
して戴きましたが、柔らかくしつこすぎずとても美味しかったです。来年もリピートしたくなる品だと思います。

非常に良い返礼品で、家族で重宝しており、今回ここへのふるさと納税制度を使用してよかったと思いま
す。是非他の方にもオススメしたいですし、来年度もお願いしようかと思っています。機会があれば是非旅
行でもこの町に行ってみたいと思います。
美味しいお米が食べたくて、数ある中から選びました。スーパーでもコシヒカリを選んで買っているのです
が、、全然違いました！お米の匂い、つや、甘み、全てにおいて別格でした。美味しくて、ご飯だけでも食べ
られます。美味しいって嬉しいですね！

返礼品がなければ行こうとは考えなかったので、返礼品として頂いてよかったです。東京から少し遠いです
が、瀬波温泉に行くのを楽しみにしています。利用対象施設が多くありませんが、瀬波温泉に行く予定があ
るならおすすめです。ただ、有効期限が１年というのがもっと長ければ良かったなと思います。

返礼品について： 総括して満足です。 調味料についてこだわりがない私でも、 明らかに大手メーカーのも
のよりもその味の違いがわかりました。 グルメではないのでうまい表現はできませんが、 それぞれの調味
料の塩味の中にコクや旨味を感じました。 また頼みたいです。

本当に美味しいです。 生まれが、村上市の隣りの市なので子供の頃から村上の塩引鮭は食べてました。
高級品なのでお正月に食べれるご馳走でした。 普通の鮭とは違い、塩をして干しいるので、塩がのり味が
凝縮して本当に美味しいです。そして村上の鮭は絶品です。 何度もリピートしています。

毎年、実家の両親と、自宅用に3年連続で注文しています。 もっちりとして、しかも、甘味もあって、これぞコ
シヒカリというお米です。一度、食べたら、他のお米には戻れないです。これからもずっと、返礼品の品ぞろ
えにいれてください。
毎年、知り合いの人から新米の時期に岩船産のコシヒカリをいただいてたべています。ご飯だけで何杯か
食べられそうなくらいおいしいです。また食べたくなったので、今回初めて頼みました。他より量が少なめな
のですが、食べるのが楽しみです。
毎年ふるさと納税で、瀬波温泉に行っています。 夕映えの宿汐見荘にとまりましたが、清潔感のある宿で、
料理も美味しくいただけました。海が近く、温泉からの、眺めも最高でした。温泉の泉質も良くいい湯でし
た。来年もまた利用したいです。
友人に大好評だったので、自宅の正月用に取り寄せました。が、商品が目の前にあると、やっぱり飲みたく
なって、「純」を冷やして飲んだけど、スッキリした味わいで、やっぱり美味しい。もう1本も飲んでみたい気持
ちはありましたが、正月まで保管です。やっぱり〆張鶴は良い！
有名な村上の塩引き鮭だけあって期待通りの返礼品であり、割安感がありました。パッケージの内容もよく
考えられていると思います。配送が早いのもありがたい限りです。これからは定期的に申し込ませてもらう
つもりです。
話題の新銘柄を試してみたいと思い申し込みました。モチモチで冷めても美味しく頂けるのでお弁当を作る
方にもおススメだと思いました。2キロの袋が3つと使いやすかったので１つは母におすそ分けできたのも良
かったです。

10


