
全国の農家を応援しています。

これからも道産野菜を買って応援します！

毎日、美味しいものを育ててくれてありがとうございます

がんばれ、いつもありがとう。

農業の皆さん大変お疲れ様です

農業を守る戦い頑張って下さい！

天候に左右される中ありがとうございます。

コロナで大変な時ですが頑張りましょう

美味しい食事ありがとうございます！

いつもおいしい野菜を作ってくれてありがとうございます！これからも頑張ってください！

北海道のお米は日本一

安心、安全な美味しい野菜をこれからもよろしくお願いします！

北海道のお野菜は甘くて美味しい。最高！！

北海道野菜大好き！！

食は生きていく上で基本の基。応援しています！

頑張れ北海道

みんなの食のため毎日頑張って下さりありがとうございます。

がんばれ！北海道農業

日々ご苦労様です。明日の北海道民のために頑張って下さい。

ジャガイモが大好きなのですが北海道のじゃがいもが1番大好きです！

これからも頑張って野菜育ててくださいね

コロナに負けずに頑張ってください！

北海道のジャガイモなまらサイコー!!塩辛バターがたまらんです。

いつも新鮮な野菜ありがとう！

昨今の自然災害など大変な中おいしい野菜をありがとうございます！

日本の農業を支えている！頑張って！

いつも美味しい野菜ありがとう！

いつも美味しいものをありがとうございます。

美味しいお米や野菜、お肉を作ってください！

コロナの影響で出荷先が減ってご苦労されてる農家さんも多いかと思います。いつか終息する時がくると思いますので、明るい未来に向かって日本の食を支えてください！

いつも美味しい野菜を作ってくれてありがとうございます

いつも美味しい北海道の野菜が大好きです。

北海道大好き

北海道の農業を全国へもっと届くよう応援しています！

頑張れ農業

たくさん野菜使った料理作っている主婦です！おいしい野菜をいつもありがとう

頑張ろう農家さん！！！

北海道の野菜、大好きです。これからも美味しい野菜をたくさん作ってください！！

いつも美味しい野菜をありがとう



頑張ろうー北海道！

私は農家の孫です。オイシイ農作物は北海道ノ宝です。頑張って下さい

家庭菜園レベルでも大変なのに、頑張れ！

いつも、おいしい頂いています。これからも頑張ってさい

いつも美味しい野菜をありがとう！

友人稲作農家をしています。これから収穫を期待しています　頑張れ豊作

いつもご苦労さまです！ありがとうございます！

美味しい野菜をありがとうございます！

ファイト農家のみなさん！！

コロナの中大変だけと、おいしい野菜ありがとう。頑張ってね！

道産食材を選んで食べています！いつも応援してます！

北海道の美味しい食材を時間をかけて作っていただいてとても感謝してます！

農家の人頑張れ

いつも美味しいお野菜ありがとうございます！

北海道は日本の食料庫美味しい作物を沢山作って下さい。

北海道農業頑張って！！！

道産農作物最高!！ガンバレ

大変でしょうが頑張ってください

いつも、美味しいものを、つくってくれて、ありがとう。

私はじゃがいもと玉ねぎが大好きなので、北海道に生まれてよかったと思っています。これからもおいしい食べ物を作って下さい。頑張ってください！！

北海道の農業を全国へもっと届くよう応援しています！

大地の恵み、ありがとうございます！頑張ってください！

いつも美味しい野菜をありがとうございます。大変な時期ですが、お身体に気をつけてくださいね。

美味しい野菜、乳製品等ありがとうございます。

いつも美味しい野菜作りお疲れ様です！感謝してます！

大好きな北海道！生まれ育った土地で美味しい食材をいただけることに感謝です！

日本の食は皆さんのおかげです。頑張ってください。

いつもありがとうございます！！！！！！

いつも新鮮な野菜たっぷり食べてますこれからもよろしくお願いします。

いつも美味しい農産物を作っていただきありがとうございます加工品を含め道産品を選んで買い物させて頂いてます大変なご苦労もおありと思いますが、頑張っていただきたいと思います

やはり道産！頑張ってください

北海道のおいしものを全国へ

いつも美味しい野菜・畜産物をありがとうございます。北海道農業は道民の誇りです。お天気と戦いながらこれからもおいしい農畜産物を作ってください。

日本の農業は世界の宝です。応援しますので頑張ってくださいね。

いつもありがとうございます。これからも安心な野菜をお願いします。

北海道の農業を守ろう

いつもおいしい食べ物作ってくれてありがとうございます！

北海道の野菜をいつも食べています!いつもありがとうございます!

いつも美味しい野菜を作って下さり、ありがとうございます。コロナに負けずに頑張れ。ホクレン大好き。



いつも美味しい野菜を作ってくれて、ありがとうございます(*^^*)

北海道の美味しい、農産物を生産していただき、ありがとうございます。これからも、頑張ってください。

いつも美味しい野菜をありがとうございます！

実り多い北海道が大好きです。

北海道の美味しいもの大阪にもしっかり届いていますよ！ありがとうございます。

いつも美味しい野菜をありがとうございます！

農家の娘なので北海道の野菜農家を応援します！

災害で大変なところもありますが、北海道の大地の恵みを私たちに届けてください。応援してます。

北海道のお野菜は世界一です！

北海道の農作物は最高は最高に美味しい！日本の自慢です！！

春夏秋冬美味しいものをありがとう

北海道の大地に育まれたおいしい食物　誇りです

美味しい野菜ありがとうございます！

妻の実家が美味しいカボチャ、ジャガイモの生産者です！！これからもがんばれー！！

北海道産の野菜大好きです。これからも頑張ってください。

夏は暑く、冬は寒い、そんな地での農業はとても大変だと思うのに安定した供給をして下さる皆様、本当にありがとうございます！

おいしい北海道の食を支えてくださって感謝です！

北海道産の野菜応援しています！地産地消！美味しい野菜作りをお願いします！

いつも美味しく食べてます！これからも美味しい野菜作ってください！

北海道の美味しい野菜ありがとう

大変な時期ですが、健康に留意して、美味しい作物を心待にしてます

北海道産の野菜大好きです。これからも頑張って下さい。

美味しい野菜をいつもありがとうございます。これからもよろしくお願いします！

いつもおいしい食べ物をありがとうございます。

実家が農業で生産者の大変さもよくわかります。いつもおいしいものをありがとうを贈ります

美味しいお米ありがとう

道産品を食べよう

北海道産はおいしい、安全、新鮮だべさ

大変中、美味しい物を作って頂いて 感謝してます。

北海道は美味しいつくっている人が優しいから

頑張れ北海道！^_^

大変な時期ですが頑張ってください！

北海道のお米で日本酒を造ってます。頑張ってください。

いつも美味しい道産野菜をありがとう！

美味しい北海道産を作ってください

毎日食べることのありがたみを感じて美味しくいただいています。厳しい状況だと思いますが、自分も皆さんを支えていければと思っています。

がんばんれ、若き担い手たち

いつも、新鮮な野菜を作ってくれてありがとうございます。

いつもありがとうございます。私達の為にこれからも美味しい食材宜しくお願いします。



北海道から全国へ！

東京でも北海道の野菜を楽しみにしています！

いつも美味しい野菜ありがとうございます

道外に行くと北海道の野菜の美味しさを実感します。これからも美味しい野菜を作ってください。

いつも美味しい野菜をありがとう！

美味しい食べ物ありがとうございます。

いつも、健康で美味しいものを作って頂きありがとうございます。

安心安全な生産品をいつも有り難うございます。

何時も美味しい野菜をありがとうございます。

農産物が美味しくて、北海道に住んでます！

いつも美味しく食べています。ありがとう

お芋は北海道と決めています！

北海道の野菜とても美味しいので本州の友達に送ってます。

美味しい野菜をいつもありがとう！

志津子いつもありがとう農業頑張れ！！

安心安全な生産品をいつも有り難うございます。

みんなでがんばろう

北海道の農業がんばれー！！！

いつもおいしい農産物ありがとうございます

じゃがいも、大好き！

いつもありがとうございます！

これからが本番、頑張って！！！

北海道の農業従事者の皆様、この大変なご時世ではありますが、頑張って下さい！いつもおいしい食材を一から作って下さり、ありがとうございます。

みんなでがんばろう

北海道の食べ物はとってもおいしいので生産者様には大変感謝しております。

いつも美味しい野菜が食べられるのは農家さんのおかげです！大変な日々ではありますが、お身体に気をつけて頑張ってください！

道外の方に道産野菜を送るととても喜ばれます。これからも安心安全の野菜食べ続けます。

いつも美味しい安全な農作物をありがとうございます。

北海道のたべものが大好きです！！生涯よろしくね！！

コロナの中、美味しい農産物を作ってくれてありがとうございます

いつも美味しい野菜をありがとうございます。

北海道の野菜美味しい！！頑張って！！

改めて国内の自給自足の重要性を感じました。道民として積極的に道産食材を食し応援していきたいです。

色々と 皆さん大変ですが  お互い頑張りましょう

試される大地！頑張れ！

日本を支える北海道の農業！コロナに敗けずに頑張ってね！

安心安全な生産品をいつも有り難うございます。

北海道の作物は！！！よ。これかもよろしく。

北海道の美味しいをあなた達に託します！がんばって！！！



雨の日も風の日も暑い日も、いつもお仕事ありがとうございます。

美味しい物をこれからも作って下さい

安心安全な生産品をいつも有り難うございます。

北海道のおいしいものをたくさん作ってくれてありがとう。

いつも美味しい野菜、ありがとうございます！！

野菜をいっぱい食べるので頑張って下さい。

地元なので北海道産の物を食べていますが更に道産品を食べたいと思います。頑張って下さい。

冷めても美味しい北海道米これからも食べつづけます

北海道の農作物が大好きです。ガンバレ！

北海道の食べ物は美味しいです。いつもありがとうございます。

いつもおいしい食材をありがとうございます。

美味しい野菜をありがとう!

いつもおいしい食材をありがとうございます。

コロナ、異常気象など大変ですが、北海道の農作物は世界一です！頑張ってください。

いつも美味しい食物を提供していただきありがとうございます！！

野菜大好き！いつも北海道の新鮮で美味しい作物を栽培していただきありがとうございます！コロナな時代ですがこんな逆行にも負けずこれからも頑張って下さい(*´∀｀*)

北海道の野菜は世界一です！

コロナに負けず、頑張れ北海道農業！

いつも美味しい野菜、ありがとうございます。

みんなで乗り切ろう！

美味しいじゃがいも大好きです。

いつも美味しい食材を提供していただき、ありがとうございます。北海道の農業は私たちの誇りです。

いつも、美味しいお野菜ありがとう！

コロナで大変な時期ですが、少しでも力になれるよう応援します

いつもいつも美味しいお野菜ありがとう！

いつも安心安全な生産品を有り難うございます。

北海道のお米、野菜は本当に美味しいてす

いつも美味しい野菜をありがとうございます

美味しい野菜ありがとう

大変な世の中ですが、頑張ってください

いつも安心安全な生産品を有り難うございます。

おいしいものたくさんつくってください

いつも安心安全な生産品を有り難うございます。

このようなご時世の中農業お疲れ様です。美味しい食べ物沢山作ってくれて感謝しています。

もっとたくさん食べたい

いつもお疲れ様です。感謝していただきます。

いつも北海道の「食」を支えていただきありがとうございます！！僕ら学生は北海道の地で大きく成長してきました。これからも道民の食を支えてください！応援しています！！

北海道の誇りです。これからも頑張ってください。応援してます。

美味しい野菜を育ててくれてありがとうございます。北海道産と効くだけで、美味しく感じます。



いつもありがとうございます！毎日美味しく頂いております

美味しい野菜を育ててくれてありがとうございます。北海道産と効くだけで、美味しく感じます。

安心安全な生産品をいつも有り難うございます。

貴方が日本の主役です！頑張れ農業魂！

いつも新鮮でおいしい野菜、果物、乳製品等々をありがとうございます。

美味いから絶対みんな買う！！

道外からです。どうしても食べたくて、ホテルの電子レンジでとうきび調理しています！幸せ～♪

北海道の食を支えてくれてありがとう！

北海道の未来のために皆さん応援してます。美味しい物たくさん作ってください！

道産食材は安心食材！

食の安全よろしくお願いいたします

ホクレンさんあっての北海道です！みんなでがんばりましょう！

美味しいお米まってます

地産地消が何よりの安心安全！大好き、道産！

本州で食べるのとは美味しさが全く違います^_^

いつも美味しくいただいてます！道産子にとっては嬉しい恵み(^^)

がんばれ！農業！！支えて未来

給食の野菜美味しいです。ありがとうございます。

北海道の食べ物が美味しいのは作ってくれる皆さんのおかげです。これからもずっとメイドイン北海道を食べ続けます！

北海道の野菜、大好きです!

北海道の食べ物は ファイターズと 共に 最高に goodーーーー応援します

いつも、美味しい野菜をありがとうございます。

北海道産のお野菜がダントツ一番で美味しいです！これからも美味しいお野菜を全国に出荷お願いいたします！

大変な世の中ですが、頑張って下さい！

じゃがいも大好きなので、これからも美味しいお芋作って下さい

いつもお仕事おつかれさまです。

北海道に住んで美味しい食材が手に入る日常が幸せです

いつも美味しい作物ありがとうございます!

いつも美味しい野菜ありがとうございます

いつも美味しい食材の提供をありがとうございます！皆様のおかげでみんな元気に生きております！

北海道の美味しい農畜産物が食べられて幸せ！

農業の方々が居ないと、私達は生きて行けないので、ガンバレ農業！！！！

これからも美味しい食材の生産よろしくお願いします！

コロナ禍で大変だと思いますがおいしい農産物づくり頑張ってください。JA防災の日も応援してます！

農業の方々が居ないと、私達は生きて行けないので、ガンバレ農業！！！！

北海道は農業あっての北海道！！頑張ってください

今年、大阪から北海道へ移住してきましたが、北海道の米や野菜はとにかくおいしい！移住してよかったと思った大きな理由です！日本の農家頑張れ！

農薬が少ない野菜をありがとう！

いつも美味しい野菜を作って頂きありがとうございます！



美味しい作物作って下さい！応援しています！

日本の食を支えてくれてありがとう

いつも美味しい野菜、お米をありがとう！

美味しい野菜たくさん食べます！！

毎日お疲れ様です。北海道の農業を支えてくれてありがとうございます

コロナにめげすに頑張ってください！！

いつも暑い中、おいしい野菜を作って頂きありがとうございます。これからも、体に気お付けて、おいしい野菜を作ってください。

いつも美味しい野菜ありがとうございます！北海道の誇りです

美味しい　新鮮な野菜は元気な体作りに役立つ！　これからも頑張って～

いつも美味しいもの作ってくれてありがとうございます！

いつも美味しくお腹いっぱい食べています！

北海道の農業応援しています

毎日ありがとうござあます！

いつも美味しくいただいてます！

北海道のめぐみに感謝

雨の日、風の日いつも農業に従事し私達は助かっています！有り難う！

札幌黄玉ねぎが大好きです！安心安全な食物をこれからもお願いします！

農業もファイターズもコロナに負けずに頑張ろう！！

南瓜美味しい！！

品質の良さは地球規模！感謝して食べますね♪

美味しいじゃがいも最高！

今年は豊作、コロナを吹っ飛ばせ！

野菜は必ず産地を確かめて北海道産を買うようにしています。そんなことでしか応援できませんがいつも感謝しています。

いつもおいしい野菜を作ってくれてありがとうございます。営むとまで行くとコロナもあって大変だと思いますが、私たち消費者のためにもファイトいっぱつで頑張ってください。野菜を買う事で
応援しています。

コロナ渦で大変ですががんばれー

頑張れ　北海道農業！

新鮮野菜ありがとう!

美味しいじゃがいも最高！

食糧自給率向上を北海道から！！

農家を営んでる皆さん！大変な中、本当にありがとうございます！頑張ってくださいね(*ﾟ▽ﾟ*)

いつもありがとうございます。これからも健康に気をつけておいしいものを作って下さい。よろしくお願いいたします。

ジャガイモは男爵、これがなくなると実りの秋の楽しみがなくなってしまいます。なくならないように頑張って！！

農業大変だけど頑張って下さい。

私も農家です

毎日お疲れさまです(^o^)頑張って下さいね!!

いつも美味しいご飯が食べれるのはみなさんのおかげ。残さず食べてます。

低農薬で品質も優れている北海道の野菜や新鮮な牛乳もしっかり管理されている牧場など　どれをとっても自慢です！

日本の一次産業を守って下さい。

いつも安全で美味しい食材をありがとうございます



北海道の野菜は、日本一です！これからも、美味しい野菜作って下さいね！

いつも美味しい大地の恵みを作ってくださりありがとうございます！

いつもありがとうございます。縁あって北海道に嫁ぎ、北海道の食べ物の美味しさに出合い、未だに感動しています。これからも北海道の農業を応援します！

北海道農業は日本人を生きる糧です。これからもよろしくお願いします。

いつも安全で美味しい食材をありがとうございます

安心して食生活が出来るのは、生産者の方々のおかげです。有り難うございます。

美味しい野菜、大好きです！

美味しいの一杯つくってください！

色々と大変な時期だと思いますが、みんなの食生活のためにがんばってください

いつも種から頑張って作ってくれてありがとうございます！

天候なので左右されやすく大変だと思いますが頑張って下さい☆

収穫がんばれ！

食料自給率向上を北海道から！！農業生産性アップと農家の収入アップを図り農業を発展させましょう。

大変ですが負けないで頑張ってくださいね

私達は毎日、農家さんの努力のお蔭で美味しい米や野菜やフルーツ等を頂けています♪北海道は農業王国！これからも宜しくお願いします!!

新鮮野菜を沢山作って下さい。

日本の1次産業を守ってください。

美味しい野菜をいつもありがとう！道産品を買うようにしています！

いつも、美味しい野菜をありがとう

未来の子供たちのために農業を続けてください。

美味しい食材は北海道の誇りです。いつもありがとう。

私も農家出身で,親戚関係も続けてます.頑張れ農家さん！Aコープ店舗のお世話になりました.安心安全の食料をありがとう！。

北海道の野菜が美味しいのでいつも誇らしく思います！

収穫の秋、楽しみにしてます！

天気にかかわらず、毎日ありがとうございます。北海道の農作物、毎日美味しくいただきます。

いつも美味しい食材をありがとうございます！今年は特に大変かと思いますが、頑張って行きましょう！

安心して食生活が出来るのは、生産者の方々のおかげです。有り難うございます。

食の安全をお願いします

安心して食生活が出来るのは、生産者の方々のおかげです。有り難うございます。

野菜しか食べられないので農業の方に支えられて行きています。本当にありがとうございます!

北海道の食材のために頑張ってね！

安心、安全な農作物、これからもよろしくお願いします。

安心して食生活が出来るのは、生産者の方々のおかげです。有り難うございます。

農産品とファイターズは北海道の誇り！！！

北海道のじゃがいも、玉ねぎは誇りです！！！

北海道野菜大好きです！昨日もたくさん買い込みました^_^これからも美味しい野菜期待しています

これからも北海道の美味しい食べ物を作ってください！応援してます！

いつも美味しいお野菜をありがとうございます！

いつも美味しいお米野菜 果物ありがとうございます



北海道も北海道の食べ物も大好きです。応援しています。

いつも美味しい野菜をありがとうございます

毎日農家さんが頑張ってくださるおかげで、美味しいご飯が食べれています！ありがとう！

優勝を諦めていません！いつも応援しています！今日も勝利へ向けて頑張って下さい！

災害、コロナと色々大変だと思いますが、負けずに美味しいものを作り続けてください！道産品が一番美味しいです！

おいしいものをいつもありがとうございます！皆様は北海道の誇りです！

毎日ご苦労様ですおいしい作物ありがとう(*^^*)

いつも美味しい野菜を作っていただき、ありがとうございます。

じゃがいも大好き

がんばれ！北海道の作物が最高…

北海道宝ともいえる農作物を生産してくださってありがとうございます。これからもおいしい農作物供給お願いします。

いつも美味しい物を作ってくれてありがとう！

いつも美味しいお野菜等を作っていただき感謝してます！ありがとうございます！

応援してます！！感謝します！！ありがとう！

美味しい野菜を、いつもありがとうございます。

北海道の農業は日本一だ！!自身をもって頑張れ！！！

北海道の農産品、最高！

暑い日も寒い日も、雨の日も晴れの日も、働いてくれてありがとうございます美味しくいただいています今後も応援しています

何時も美味しい野菜生産ありがとうございます！

皆様のおかげで美味しい野菜やお米、お肉が食べられています。北海道のものが大好きです！ありがとうございます！

いつも美味しいお野菜ありがとう！！

日本の食糧自給のためにこれからも！

何時も美味しい物ありがとうございます、頑張って下さい。

いつも美味しいお米ありがとーございます。

いつも美味しい農作物をありがとうございます。北海道の農作物は日本一美味しいです！

野菜は畑の豊富な財産！頑張れ北海道！！

いつもお仕事ご苦労様です。美味しいお米を作ってくれてありがとうございます。

お米、お野菜、北海道は全て美味しいです。いつも家族で感謝していただいています。ありがとうございます！

北海道の野菜やお肉が美味しくて、いつも選んで食べています。ありがとうございます。頑張ってください！

北海道を支えている農業の発展に期待！

安全安心な食物、何時もありがとうです。形不揃い野菜好きです！！

コロナで大変ですが、がんばってください！北海道産の食べ物だいすきです。

親戚から北海道のじゃがいもは美味しいと言われます。これからも美味しい農産物を作り続けて下さい。

農家の方々のお陰で美味しい食事を食べることができます！感謝！！！

美味しい農作物をたくさん作ってください。美味しくいただきます。

北海道の農業を応援してます。いつもありがとうございます

いつも美味しい作物ありがとうございます。毎年収穫の時を楽しみにしています。頑張ってください。

北海道のじゃがいも最高です。

北海道最高！！



子どもにはみなさんが作った、安全でおいしい国産の食材を食べさせています。これからも、食べて応援していこうと思います。みなさん頑張ってください！

いつもお仕事ご苦労様です。美味しいお米を作ってくれてありがとうございます。

美味しいものをつくっていただいてありがとうございます。おいしい野菜やお米が大好きですので、感謝して消費に協力していきたいです！コロナで大変ですが、頑張って下さい！

いつもおいしい農作物ありがとうございます

いつも長沼町に野菜を買いに行っています。とうきび、トマト、アスパラ、ブロッコリー、美味しい野菜を育ててくれてありがとうございます！

今年も美味しい農産物を楽しみにしています！！ファイト～！！

美味しい野菜やお米が楽しみです！！

北海道の野菜は本当においしいです。ありがとうございます！

いつも、美味しい野菜、果物ありがとうございます！！！

生産者とそれに携わる皆さんのおかげで私たちは毎日生きる源をいただいています。いつもありがとうございます！

コロナに負けずに頑張りましょう！

いつも、美味しい野菜、果物ありがとうございます！！！

いつもお仕事ご苦労さまです。いつも美味しく頂いております。

いつも美味しいお野菜ありがとうございます

おいしいよ！北海道農業、ありがとう！

北海道の美味しい野菜等、大好きです。これからも頑張ってください。

北海道産かどうかが重要ですね！

産地直送、素材の味が一番のごちそうです。よろしくおねがいします

雨にも風にも雪にもコロナウイルスにも負けずにガンバって！

美味しい野菜をありがとう

地産地消が1番！北海道頑張るぞー！

北海道の玉葱、かぼちゃ、ジャガイモ大好き！

新鮮野菜、美味しいですよね。大好き。頑張って下さいね

毎年、毎年、美味しいお米や野菜を、ありがとう！

ジャガイモが大好きでーす。蒸して食べるのが大好きですください。

いつもおいしい作物ありがとうございます。

私は北海道のじゃがいもと、とうきびが大好きだ～！たくさん買って、たくさん食べて、応援してます！

道産野菜安心！おいしい！収穫まで休みなく働いて本当にご苦労様です

いつか 農業にかかわる仕事をしたい！！

安心安全で美味しい北海道の野菜が大好きです！これからも応援してます。

北海道農業頑張ろう！！

毎年美味しい野菜ありがとうございます！

じゃがいも大好き！！

いつもありがとうございます。美味しくいただきます！

ありがとう、農家さん！

いつも美味しい食材をありがとうございます！

いつも美味しい物を届けて下さりありがとうございます。コロナ渦で売り上げが落ちたり、心ない盗難事件があったりしますが、負けないで下さい。陰ながら応援しています。

美味しくごはんを食べれるのは皆さんのおかげです！

いつも美味しい野菜ありがとうございます！



北海道の野菜は日本一だと思ってます！いつも美味しい野菜をありがとうございます！

いつも美味しい農作物をありがとう！！

野菜たくさん食べてます

これからも道民を支えて下さい。

おいしく安全な食品の供給ありがとうございます

いつも美味しい野菜をありがとうございます！

北海道の農作物は世界一！！！！！

道産食材は日本一美味しい。

おいしいもの、がんばれ～

頑張ってください。いつもありがとう

一番、尊敬してます。ありがとう。

北海道野菜 美味しいので大大大応援してます。全国で人気ナンバーワンになると良いですね！！

北海道の野菜はとても新鮮で大好きです。特にスープカレーにして食べるのが大好きです。これからも美味しい野菜を私たちに提供してください。応援しています。

いつも美味しいお野菜をありがとうございます！

北海道の農業頑張れ北海道の農業は日本一

いつも美味しい食べ物をつくってくれてありがとございます！！

いつも美味しいものをありがとうございます

道産野菜は世界一！！コロナ渦で大変だと思いますが、沢山食べて応援します！

第一次産業が厳しい状況になっている中で、農業を支えて頂きありがとうございます。北海道の野菜は本当に美味しいです。これからもお体に気をつけて頑張ってください。

いつも美味しい野菜やお米、そして毎日飲む牛乳や元気が出るお肉をありがとうございます( ！！！ )私たちの体は、皆さんが届けてくれるものでできています^o^これからも、いっぱい食べまー
す（！！！）

北海道の食材は日本一

美味しい野菜や果物ありがとうございます!!

北海道の野菜.果物が大好きです！北海道ラブ

美味しい物をありがとう

北海道の野菜は世界一

美味しいお野菜ありがとう

毎日お弁当には北海道産の野菜がいっぱい！いつも美味しい野菜をありがとうございます！

北海道の野菜は美味しです！沢山食べて健康になります！

美味しい野菜をありがとう！

いつもありがとうございます。これからもよろしくお願いします。

おいしいじゃがいも、楽しみです

美味しい野菜をありがとう！

コロナに負けずに美味しい野菜を沢山作ってください。

北海道の野菜は最高！！

凄くたいへんな仕事だと思っています。頑張って下さい！

スーパーで野菜を買う時は必ず道産野菜を勝っています。いつも美味しい野菜を届けてくれて、ありがとうございます。

コロナに負けるな！！北海道農業！！！

日本の食を守り抜いて下さい。

コロナ影響で大変かとは思いますが、美味しい野菜を待ってます。頑張って下さい。



暑い日も寒い日も毎日お仕事お疲れ様です。お陰さまで美味しい野菜、果物を沢山いただいています。これからもお身体に気を付けて頑張って下さい。

美味しい野菜を作ってね

いつもおいしい作物をありがとうございます！

食品ロスを防ぐため学校のクラスのみんなと頑張ります

北海道の美味しい野菜を全国に…

北海道の食材大好きです

いつも美味しい作物いっぱい育ててくれてありがとうございます！今年も豊作でありますように！

安全な農産物を提供してくれてありがとう。

北海道の農家さん、いつも美味しい野菜、お米、お肉をありがとうございます！やっぱり北海道の農業は最高です！！

秋は北海道にかぎり

道産野菜、お米は日本一美味しいです。いつもありがとうございます！

おいしいじゃがいも、玉ねぎを作ってね

北海道の食べ物を支えていただきありがとうございます^_^毎日美味しくいただいています。

秋は北海道に限ります！！

コロナに負けないで、美味しい野菜を作って下さい。

北海道の食べ物を支えていただきありがとうございます^_^毎日美味しくいただいています。

北海道の農業、がんばれ！

農業は北海道の宝。道産品を積極的に購入しますので頑張って下さい。

いつも美味しい食材をありがとう！

北海道のお野菜大好きです！お身体に気を付けて頑張って下さい！応援しています！！

北海道の食べ物を支えていただきありがとうございます^_^毎日美味しくいただいています。

美味しい食べ物をありがとう

北海道の農産物、いつもおいしくいただいています

北海道のお野菜は美味しいので、大好きです！

北海道の食べ物を支えていただきありがとうございます^_^毎日美味しくいただいています。

北海道産の美味しく、安全な農作物は、道民の自慢であり、伐りです

いつも美味しい物を作って頂きありがとうございます。大切に無駄にしないよう感謝しながら頂きます。

いつも北海道産の美味しい野菜を食べています！ありがとうございます！

いつも美味しい野菜をありがとうございます！

美味しい作物ありがとうございます

皆さんが頑張って育ててくださるお陰で野菜などが食べられます。これからも頑張ってください！

がんばって北海道農業！！

美味しい野菜を作っていただいている農家さん本当にありがとうございます！北海道の誇りです。（＾＿＾）ｖ

今年は観光客が少なくて、消費が減っていると想いますが、本州の親戚へ野菜を送って微力ながら応援しようと思います！

いつも美味しいお野菜をありがとうございます！

収穫ラストスパート、頑張ってください。

大変な状況ですが、応援してます。頑張って下さいね～

毎日、元気の源をありがとうございます！！これからもコロナに負けないでがんばりましょう！！

天候にめぐまれますように。いつもありがとうございます



いつも品質の良い食材の提供をありがとう！！

農業が、誇れる北海道でいられるよう、皆さんの頑張りに期待しています。

新コロナで大変でしょうが頑張って下さい！

北海道の誇りである美味しい農作物に日々関わってくださってありがとうございます！皆さんのおかげで毎日お腹いっぱい幸せです。これからもファイターズと一緒に北海道農業も応援していま
す！

毎日じゃがいも美味しくいただいています！

いつも美味しい野菜をありがとうございます！

北海道の大地の恵みを楽しみにしています。がんばってください！！

いつも美味しいご飯が食べられるのは生産者さんのお陰です！これからも頑張ってください！

家庭菜園をするようになって、農家さんの偉大さを改めて感じてます。

全国の皆さんの為に美味しい野菜を作ってね！！

美味しい農産物ありがとうございます。

道産食材をお腹いっぱい食べたい！

いつも美味しい食べ物ありがとうございます！

北海道の農産物は最高に美味しいです。天候に左右されることが多いですが、応援してますので頑張って下さい。

私達の生活に絶対必要！頑張って！

いつも美味しい北海道をありがとう！

北海道の大地のめぐみをいつもおいしくいただいています

おいしいです！

北海道のみのりで日本を健康に元気に！

コロナで大変な状況でお仕事有難うございます。

悪天候に負けず、美味しい野菜をたくさん作ってください！

北海道を支えていただきありがとうございます

いつも、美味しいお米ありがとう！！

いつも道産品を買っています。おいしい品をありがとう。

北海道米が1番美味い！！

これからも美味しい野菜を作ってください！

北海道ブランドを世界一に…!!

いつも美味しくいただいています。北海道の大地の恵みと、生産者の皆さんに感謝です！

北海道の野菜は日本一です！

美味しい食べ物有り難う！

北海道の美味しい野菜、ありがとう

いつも美味しく食べさせていただいてます！いつもありがとうございます！

毎日忙しいと思いますが、頑張って下さい！

北海道の美味しい野菜を食べるたびに、北海道に生まれて良かったと感じます！

日本で1番美味しいお野菜 これからも作り続けて下さい。応援して いっぱい食べます。

北海道の美味しい農産物、大好きです！いつもありがとうございます

北海道のじゃがいもと玉ねぎ大好き

いつもおいしい作物をありがとうございます！頑張ってください！！

いつも美味しい作物をありがとうございます！！



いつも、美味しいものを作ってくれてありがとうございます

頑張れ農業！お米は日本の宝です！

じゃがいも大好き

頑張ってください。応援してます！

いつも作物を育ててくれてありがとうございます。

色々と制限がされる生活で、道産子の自分はもちろん、北海道産の野菜を楽しみにしている道外の親戚がいます。送る野菜を選ぶ楽しさ、受け取る喜びは生産者の皆さんあってのことです。これか
らも美味しい野菜を待っています！

美味し農産物これからもよろしくお願いします

いつも美味しい野菜をありがとうヽ(・∀・)ノ

オイシイ野菜をいつもありがとう！

大変でしょが頑張ってくださいます。

日本の自給率はほぼ北海道が支えていると言っても過言ではありません。日本の農業の未来は皆さんに掛かっていると言っても過言ではありません！豊かな自然、肥沃な大地からの恵みを全国の消
費者へ届けて下さい。私も積極的に国内産、特に北海道産を購入して皆さんを支えます！

野菜、大好き！野菜食べてコロナに負けなぁい！！

美味しくたべらさる

いつも美味しい野菜をありがとうございます！道産子野菜大好き！！

いつもありがとうございます！

美味しい野菜をいつもありがとうございます

美味しい野菜有難う!!!

がんばれーおいしい野菜をありがとう！

北海道の食べ物は世界一

頑張れ!日本一の農業

太陽と雨の恵みタップリですね。いつも美味しく頂いております！神様からのギフトメッセンジャー！これからも頑張って下さい！！

笑顔と夢を与える仕事です。

美味しい道産野菜を生産頂き、北海道を元気にしファイターズに勝利パワーを下さい！

北海道の野菜が、１番！

笑顔と夢を与える仕事です。

北海道の農産物は世界一

北海道の、いや日本の食料を支える皆さんには感謝で一杯です！！これからもよろしくお願いします。

嵐に負けず、頑張ってください。

子ども達も北海道産の食べ物がだいすきです！生産者の方達には感謝の気持ちで一杯です！

北海道の野菜は最高です、

頑張れ北海道の農家さん

今年も暑い日が多くて農作業大変だったと思いますが、これからも美味しい野菜をお願いします。

北海道のみきを支える農家のみなさん。こんなときでもみなさんのおかげでおいしい食事がとれてます。ありがとう

美味しい北海道野菜をありがとうございます(^ー^)

じゃがいものレッドムーン大好き、どこのすーぱーでも買えるようになればいいな！！

いつも美味しい野菜を有り難う！！

いつも美味しく食べてます！

北海道の農畜産物は日本一!!

いつもおいしいお野菜ありがとう。大事に食べてます



いつも安心して食生活出来るのは生産者様のおかげです。有り難うございます。

自分も大学生の頃から農業(ブロッコリーととうもろこし)をお手伝いさせていただいているのでおこがましいかとは思いますが大変さや苦労などとてもよく分かります！これからも美味しい野菜を
よろしくお願いします！北海道最高！！！

コロナ禍の中、大変でしょうが、頑張ってください。

いつも安心して食生活出来るのは生産者様のおかげです。有り難うございます。

毎年、クオリティの高い農作物の数々を素敵な畑作りと共に、市場に送り出していただきありがとうございます。

日本の食を支えて頂き感謝しています!

北海道はおいしいものがいっぱいあるので大好きです

いつも安心して食生活出来るのは、生産者様のおかげです。有り難うございます。

日本の食料を支える皆さんには感謝で一杯です！！これからもよろしくお願いします。

いつも美味しい野菜をありがとうございます！これからもよろしくお願いします！

美味しい野菜ありがとうございます！

いつも美味しい野菜を作っていただきありがとうございます！

毎日美味しい野菜やお米をありがとうございます！

農家の皆さんファイティン！

北海道のじゃがいも最高ーー！いつもありがとうございます！

埼玉でいつも美味しくいただいてます！ありがとうございます！

コロナで大変だと思いますが、頑張りましょう！！！！

がんばれ 北海道の農産物は付加価値があるぞ

いつも大地の恵みをご馳走さまです！頼りにしてます！！

いつもおいしい食材ありがとう

頑張ろうね、北の農業！！

たくさんの美味しい農産物ありがとうございます！北海道はほんと美味しい物たくさんです！

秋っていいね。おいしいものが食べられるのは農業のおかけです。

いつも美味しくいただいております。

これからの日本を支えていくのは農業になってくるとおもいます。未来の日本の繁栄にお力お貸し下さい！

いつも美味しい野菜をありがとうございます！

美味しい野菜をありがとう！！

今年もみのりの秋になります様に！

じゃがいも最高！美味しくて安くて安心して食べれます

北海道のお米は日本一！！

美味しいお米や野菜ありがとうございます

美味しい野菜をいつもありがとうございます！

日本の食卓を支えてくれてありがとう！

コロナに負けないで、美味しい野菜作ってください、待っています。

美味しい野菜いつもありがとうございます！

米作りがんばって下さい

きゃーーーがんばれ！

ファイトー！！！！！！！！！！！

私は医療従事者です。大変な時ですが、道産品を食べて応援します！



いつも北海道の野菜やお米おいしく頂いてます！道産子で良かったなぁて思います。これからもおいしい野菜やお米をお願いします♪

おいしい野菜たくさん作って下さい

美味しい野菜ありがとう

安心、安全、美味しい北海道の食品作ってくれて、ありがとうございます。

いつも美味しい野菜をありがとうございます！

北海道のために頑張って下さい。

いつも美味しい野菜やお米をありがとうございます。天候相手のお仕事は大変だと思いますが、ともにがんばりましょう。

美味しい農作物をありがとうございます。

いつも美味しいやさいとか有難う！

コロナウイルスで大変な中、頑張ってください！！

いつも地産地消を心がけて食材を選んでいます。これからも全国に誇れる農作物作りに勤しんでください。

北海道のじゃがいもと玉ねぎ、とっても美味しいです！応援しています！

北海道は日本の食を支えています。これからも頑張って下さい

美味しい野菜やお米を作ってくれてありがとうございます！

これからも日本の農業を支えていってください。

これからも消費者に安心安全な農作物を届けてくださいね。

北海道の農業をおうえんしています！

いつも大変な中、美味しい作物有り難うございます!

農家の皆様、いつもありがとう！私達の身体は皆様の汗と涙で出来ています！

いつも美味しい実りをありがとう

いつも美味しい農産物をありがとうございます！

美味しい作物ありがとうございます。これからも頑張ってください！

北海道地元の農産物大好きです。

日本の食料基地を支える農業従事者のみなさん、おつかれさまです。これからも頑張ってください！

いつも美味しい食べ物をありがとう！

美味しい農作物を日々生産していただきありがとうございます！

今まで以上に道産の農作物食べます

今は本州に住んでいますが故郷の北海道をいつも思い応援しています。頑張って下さい！

新鮮な農作物を生産していただきありがとうございます！

北海道の食材！ばんばぁーい！応援します！

今年も美味しい野菜をたくさん作って下さい！

 北海道の野菜は日本一北海道の牛乳は日本一

いつも美味しくいただいてます。

いつも美味しい野菜ありがとうございます。

うまい、北海道米

コロナで大変かと思いますが、なるべく道産を買うようにし少しでも力になれればと思っています！

いつも、美味しい野菜をたくさんありがとうございます！

食材の宝庫　北海道いつ来てもすごく美味しい

いつも美味しい物ありがとうございます応援しています



じゃがいもと玉ねぎは家にないと不安な野菜です！

いもいもいも！大好き。

お仕事お疲れ様です!

北海道の美味しい野菜やお米は道産子の誇りです。雨風、寒さ暑さに負けず、これからも美味しい野菜やお米を作って下さいね。応援しています。

北海道の食は世界一！この時節、大変かとは思いますが出来る限りのサポートをしたいと思ってますので頑張って下さい。

いつも安心安全な野菜をありがとうございます

うまいぜ！北海道米

北海道のじゃがいもも玉ねぎもその他のもの最高に美味しいです！

いつも美味しい農産物を供給して頂きありがとうございます。

あなたがたのお陰で毎日生きています！ありがとう！

これからも応援します

命の源　食料生産　偉大な職業です。

お芋美味しかった

北海道産最高！

娘夫婦も農業です。北海道のため頑張りましょう!

いつもおいしい野菜を作ってくださってありがとうございます

やっぱり北海道と言ったら農業頑張ってください

暑さ寒さに負けずいつも美味しい野菜をありがとう！！！

これからも新鮮で美味しい野菜を

いつも美味しい野菜ありがとう

美味しい野菜道産野菜が安心です

玉ねぎ大好きすぎる…

いつも美味しい野菜ありがとうございます。応援してます！

美味しい農作物ありがとうございます!

道産米のゆめぴりか最高！

美味しいお米をいつもありがとう！

いつも安心、安全な生産品を有り難うございます。

私は農学部出身なので、実習を問して農業が大変だと感じています。最近は異常気象でより大変だと思いますがこれからもおいしい野菜や果物を待っています

地産地消！！北海道の農畜産物だから、美味しくて出来ること。これからの子どもたちにも、伝えていきたい。いつも、ありがとうございます。

じゃがいも大好き

コロナの中大変だと思われますが、飲食の需要も戻ると思いますので頑張ってください！

いつもおいしい野菜をありがとうございます！これからもよろしくお願いします！

応援してます！頑張ってください！

食糧基地北海道の美味しい食べ物最高デス、応援しながら食してます

北海道の農作物は日本一美味しいです！

お米も野菜も美味しくて大好きです。

美味しい生産品どんどん作ってください

がんばれ！北海道農業！

いつもありがとうございます！これからも美味しいものたくさん楽しみにしてます！



美味しく安心な農畜産物を、私たちの体づくりをよろしくお願いします！

コロナの中頑張ってる農家の方、頑張って下さい。

北海道のおいしい食を支えてくれてありがとうございます

いつも道産米食べてます。

北海道のおいしい食を支えてくれてありがとうございます

北海道米を食べよう

北海道の農家さん頑張ってください

いつも美味しいお米ありがとうございます！

いつも美味しい農産物を作ってくれてありがとう！

おいしい野菜をありがとうございます

いつも美味しいお米ありがとうございます！

毎年本州へ送る農産物は、大好評ですよ♪

いつも支えて頂いてありがとうございます！

頑張れ！負けない大地！

いつも美味しい農作物をありがとう！

いつも 美味しいお米を作ってくれてありがとうございます

美味しいお米ありがとう

コロナ禍の中大変でしょうが、生産品心待ちにしています。頑張ってください。

いつも美味しいモノ作って頂き有難う御座います。これからも頑張って下さい！

おいしいお米をありがとうございます

頑張って下さい！いつもありがとうございます！！

北海道のお米最高！ありがとう！

北海道の食の安定供給のために頑張ってください！

北海道産はなまらうまいべさ

コロナに負けないで美味しいお米楽しみにしてます。頑張れー

いつも美味しいものをたくさんありがとうございます！！

美味しい野菜をありがとうございます

コロナに負けないでお米作ってください！

コロナ禍で大変かもしれませんが 頑張ってください。

北海道の食材の良さを全国の日とに知ってほしいですね！

いつも美味しいお米や野菜、果物をありがとうございます！！

いつも、美味しく頂いてます。

美味しい米作ってください

美味しいものをありがとう！

これからも、たくさん食べます！

コロナに負けるな！頑張れ北海道農業！

いつも美味しいお米をありがとうございます

いつも美味しい食材を作ってくれてありがとう！

今年は厳しい年でした。皆サンのおかげで、美味しい食べ物に恵まれております。いつもありがとうございます。



道産米応援します

美味しいお米ありがとう

人手不足などで大変でしょうが、頑張ってください。

ゆめぴりか美味しいですね。頑張って下さい。

美味しいお米ありがとう

何時も美味しい作物有難うございます。これからも頑張ってる下さい。

美味しいものをありがとう。

美味しいお米ありがとう

応援しています、頑張ってください!

北海道の食を支えてくれてありがとうございます！

災害などで大変なことあると思いますが、応援してます！

美味しい農産品をありがとうございます。これからも頑張って北海道を発信してください！

いつもおいしい野菜を作っていただきありがとうございます！

美味しいものありがとーがんばれー

安心なお米ありがとう

お米大好きです！楽しみにしています

私たちの生活に欠かせないモノを作っていただきありがとうございます！

これからも美味しいお米たくさん育ててください！

おいしいものありがとうございます

北海道のお米、野菜、お肉、最高に旨いべやー！道産子で幸せだぁ！！！

国の安全は食の安全から！！安全、安心な国内生産を未来永劫宜しくお願いします！！

いつも、新鮮な野菜を作ってくれてありがとうございます(^^)v

北海道産さいこー！

いつも美味しいお米をありがとう！

いつも美味しい食べ物ありがとうございます！

いつも、おいしい野菜ありがとうございます！！これからも、頑張って良い野菜を作ってください。

いつも美味しいものをありがとう！！

北海道のお米も野菜も大好き！

いつも美味しい温野菜ありがとー

いつもおいしいお米を作ってもらいありがとうございます。

北海道の食事支えてくださり、ありがとうございます。

おいしい、秋の味覚をありがとう！

いつもおいしいお米を食卓に届けてくださってありがとうございます北海道米大、大、大好きです

お米や野菜等いつも美味しく頂いています！ありがとうございます！

私たちの命を支えていただいてる事に感謝です！

なまら食べらさるー

いつも美味しい恵みを、ありがとう！

これからも北海道農業お願いします！！

これからも頑張ってください！



大変な時ですが、頑張って下さい

いつも美味しいものありがとうございます！

札幌に住む者です。野菜は毎日欠かさず365日食べています。気候条件等農業には多くの困難があると思いますが、その困難に負けず頑張って美味しい作物を沢山作ってください。野菜が大好きな
人間の一人としていつも応援しています。食べる人を笑顔に!頑張ってください。

秋の味覚ありがとう

ゆめぴりかとても美味しいです！

北海道農業を守ろう

北海農業を応援しています。未来の子供たちのためにも頑張りましょう。

美味しい野菜たくさん待ってます！

おいしい農作物をありがとうごさいます！今年は大変な年となりましたが、北海道のおいしいものを食べて頑張っていきます！

北海道の食材は美味しいものばかりです。秋は体重が増えますが、この時期は楽しみにしています。

いつも美味しいお米や野菜、お肉をありがとうございます。お米1粒にも沢山の労力や思いが詰まっていると思って、美味しく頂いています！ありがとう！

最近の農業はカッコイイ！若い人が目指すような明日へ！

いつも美味しいお米をありがとうございます！美味しいご飯で野球が楽しくなります！

せいさんしゃがんばれ

北海道が大好きです。北海道の野菜やお米も大好きです。これからも感謝して、たくさん食べますね。これからも私達に届けてくださいね。

コロナに負けるな道産品の野菜を食べて元気

ファイターズと共に頑張って下さい！

食の王国北海道！農業は、その根幹です！誇りです！

美味しいお米を作ってくれてありがとうございます。炊きたてのご飯におかずを乗せて食べるのが毎日の元気の元です。これからもよろしくお願いします。

おいしいお米が大好きです。頑張って！

いつも美味しい物をありがとうございます！

おいしいお米が大好きです。頑張って！

毎日美味しい食材を提供していただき、ありがとうございます。沢山の努力、労力のうえで私達が美味しく食事をいただく事ができています。ありがとうございます。

頑張ってください。応援しています。

いつもお米を大切に育ててくれてるおかげで美味しいご飯いただいてます。これからも美味しいお米作りお願いします。

北海道の美味しい農産物を作ってくれてありがとう！

美味しい食材ありがとうございます！

いつもお米を大切に育ててくれてるおかげで美味しいご飯いただいてます。これからも美味しいお米作りお願いします。

いつも美味しいお米や野菜をありがとうございます。

昔は米と言ったら東北のイメージでしたが、いまの北海道のお米はそれ以上です。ゆめぴりか大好きでいつもいただいてます。これからも美味しいお米をお願いします！

コロナのなか、負けずに頑張ってください。

いつも美味しい野菜をありがとう！

新米や美味しい野菜が楽しみ！

愛情たっぷり！美味しいお野菜・果物・お米にお肉に牛乳をいつもありがとうございます。皆さん、お身体を大切にこれからも美味しい食材を作って下さい。感謝しています！！

いつも美味しい野菜をありがとう

北海道の野菜はとってもおいしいです。これからも大変ですが頑張ってください！！

収穫、頑張ってくださいねー

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下さい。

今年も美味しいお米を生産して頂きありがとうございます  新米すごく楽しみです♪



頑張って！！！美味しいものをつくって

地元のお米や野菜が大好きです！感謝！！

頑張れー！お米大好き

ゆめぴりか毎日頂いております！！Delicious！！

お米ください！

道産米最高！

北海道は最高です

北海道の農産物は最高なので住んでて良かった！

いつも美味しい作物ありがとうございます。

道産米も肉も野菜も大好きです！

豊作お祈りしています。

美味しいお米をありがとうございます！

おいしく食べてますよ^^

日本の食卓、食育を守るために頑張ってください。応援しています。

いつも美味しいお米をありがとう！！

北海道農業は永久に不滅です!!

いつもおいしい食材をありがとうございます！とても幸せです！

感謝しています。これからも食の安定供給のため宜しくお願いします。

何時も安全を確認ありがとうございます

いつもありがとうございます！北海道農業を応援しています！

いつも美味しいお米や野菜ありがとうございます

道産食材中心の毎日。これからもよろしくお願いいたします！

動物性の食物が食べられないので、農業の方に命を支えていただいています。ありがとうございます。

生活にとても大切で必要なものをありがとうございます。

安心して食べられる農作物をありがとう！

美味しいもの沢山食べさせて下さい!

美味しいごはんをありがとう!

美味しいものをたくさん作ってください。

頑張れp(^-^)qコロナに負けるな

美味しい農産物をありがとうございます！これからもよろしくです！

ゆめぴりか最高

おいしいお米をいつもありがとうございます！

白米毎日食べてます！　美味しい

毎日のお仕事ありがとうございます！

北海道の美味しい農産物を生産していただき、ありがとうございます。

地産地消で応援します！

北の大地の恵みは、道民の誇り。

いつも美味しい野菜たくさんとってます。

たくさん美味しい物作って下さい



美味しい、上等野菜作ってください!

ゆめぴりか最高

北海道米が美味しくなったので、これからも、頑張って下さい！！応援しております！！

いつも美味しい野菜ありがとうございます！

おいしいお米、いつも頂いています。

今はコロナで大変だと思いますが頑張ってください！！

気候に左右されて、収穫量が少なくなったりすることもあるでしょう。がんばってください

白米大好き!

いつも美味しい作物を作ってくださりありがとうございます。

いつも心のこもった美味しい物をありがとうございます。北海道民として誇りに思います。

今の大変な時期に少しでも力になれるよう協力します！

北海道の食材は最高です。いつもありがとうございます！

北海道の美味しいお米をありがとう！！

いつもおいしいたべものありがとう

厳しい生活が続いてますが私たちの毎日はあなた方の努力で生きていられます。頑張ってくださいね

美味しいおこめをいつもありがとう

いつも美味しいお米をありがとうございます!毎日の力になってます!

毎日ご苦労様です。皆様のおかげで私たちは美味しく作物を頂いております。お体に気をつけてこれからも頑張ってください！！！

いつもおいしいお米や野菜を手間ひまを惜しまず作っていただきありがとうございます。

いつも、安心、安全な農作物を、ありがとうございます！これからも北海道農作物を食べて応援します。

皆様には感謝しかありません。いつもありがとうございます！

安心安全な作物を生産して頂きありがとうございます。私はいつも北海道産のお米や野菜を優先して購入しています。これからも誇りを持って励んでください。これからも応援しています。

北海道の食を支えてくれてありがとうございます！

毎日新米美味しくいただいてます。ありがとうございます^ ^

北海道のお米は美味しい!我が家はいつもななてぼしです。塩むすびにして食べるのが最高!いつも農家さんに感謝していますよ。

北海道の食を支えてくれてありがとうございます！

いつも美味しい農作物をありがとうございます！たくさん食べておおきくなります！！

コロナに負けず、けっぱれ！

パスタよりも米がすき！！！たまねぎがすき！！！！！！頑張ってください！

コロナに負けるな!安心安全な作物を届けて下さい。

いつも美味しいお米をありがとう！

ゆめぴりか、本州のお米よりおいしいです。

美味しいもの有難うございます。

お米大好きーッ

美味しいお米ありがとうございます

いつも美味しい農産物をありがとうございます。色々大変だと思いますが、頑張って下さいね。

北海道の美味しい実りを沢山食べまくる！

安心安全な道産品、これからも頑張ってください。

北海道の農業を支えていただきありがとうございます！北海道のお米が一番大好きです！！道民としてこれからも沢山北海道で作られた物を食べていきます！



生きていく力になってます。いつもありがとうございます。

応援してるぞ(^_^)頑張って下さいね～

いつも道産野菜を選んで買ってます。応援してます！

ずっと応援して居ます。

最後まで諦めず頑張れ！最後まで応援してるよー！

北海道農業がんばれー

安全安心な北海道米は北海道の誇りです。

北海道のお米が1番！！！

日本人お米大好き代表！美味しいお米いっぱい作って下さい！！

美味しい米をたくさん作ってください。

美味しいものを沢山作くる日本の宝

いつも、おいしいお米を作っていただいて、ありがとうございます！！とてもおいしく食べています！！これからもがんばって下さい！

あなたたちのおかげで頑張れまーす

新米の季節ですね！美味しいお米沢山食べます！！

いつもおいしいお野菜や、お米など育ててくださってありがとうございます！命の恩人です！いっぱい食べます！いただきます！

美味しい野菜などをありがとうございます。とうきびが特に好きです。

北海道農業頑張れ！！皆が応援してるよ！！！！！！

北海道の美味しいお米をありがとう！

いつも美味しいお米をありがとうございます。道産米は最高に美味いッス！

僕達が毎日美味しくごはんが食べられるのは農家のみなさんのおかげです。ありがとうございます!

北海道の野菜、お米が一番おいしい！ありがとうございます！

北海道のお米は、美味しいです。

生産者の皆様、日々農作業、大変お疲れ様です。美味しい食材をありがとうございます！！！！♂！！

これからも美味しい北海道の食べ物を私達に提供してください!

北海道の農産物最高です！

北海道の農業が日本を支えている！！がんばれ北海道農業！！

これからもおいしいお米・野菜・お肉を作ってください！

いつも美味しい作物をありがとうございます!!生まれは神奈川県で、主人の転勤で北海道に移住しました。野菜の美味しさ、お米の美味しさ、感激しました! これからも感謝・感激をしながら食
べ続けます!!!

いつも新鮮でおいしい農畜産物をいただける道民で良かったです。生産者の皆様に感謝！

北海道の第一次産業が、日本の台所を支えています。頑張ってください！

いつも美味しいお米、じゃがいも、玉ねぎ、果物を届けていただきありがとうございます！！よく食べる私にとって農家の皆様はヒーローです。これからもよろしくお願いします。

祈願、豊作

海外からの農業実習生が新型コロナウイルスの影響で来日できないため、大変な状況ですが、なんとか頑張って乗り越えてくださいませ。

美味しい米ありがとうございます！

北海道の農業が日本を支えている！！がんばれ北海道農業！！

美味しい食べ物を食べる度に、ありがとうと手を合わせてます。

北海道米LOVE！

いつも622を頂いております。

いつも、美味しいや農作物ありがとうございます！



北海道の食を支えてくれてありがとうございます！

おいしい、安全な農業に期待してます！

ホクレン頑張って！

いつも美味しいお米、農産物有難うございます！

応援してます！コロナに負けルナ！

いつも美味しくお米を食べています。これからも美味しく作ってください。

いつも美味しい野菜をありがとうございます！

皆さんのおかげで、美味しい野菜をたべれています。感謝してます

やっぱり北海道のお米や野菜が１番！

いつもありがとう、ごはんだいすき

今年も新米ありがとう！

皆さんのお陰でいつも美味しいご飯が食べれます。てまひまかけてくださりありがとうございます！

北海道のお米が美味しくなったのは農業に携わる方々の努力のお陰です。ありがとうございます。

美味しい農産物作ってください

秋が一番大好き！！

おいしいモノいっぱい北海道農業頑張れ！！！

お米が大好きです。お野菜も大好きです。大変なことも多いと思いますががんばってください。

北海道でとれた野菜はどれもとてもおいしくて、新玉ねぎなどなっ楽しみにしています。これからも頑張って下さい。

頑張れ北海道の農業。

私の身内にも農業を営んでおり、大変さは重々承知してます。毎日美味しく残さず頂いております。ありがとうございます！

美味しい野菜ありがとう

北海道の野菜は一番美味しいです。また頑張って美味しい野菜、お米を育ててください。応援してます

農家の皆さんあっての食事だと思っています。ハネ品でジャムを作ってロスのないお手伝いをしていきたいと思っています。これからも頑張って下さい！！

いつも美味しいものありがとうございます！！コロナで大変だと思いますが、お互い頑張りましょう！！

農畜産物産の方々休み無く生育していくのを観ていただき私達はおいしくいただいています

どの野菜もいつも美味しくいただいています。

いつも美味しい野菜をありがとうございます。

いつも美味しい食材をありがとうございます！！

道産野菜はおいしいです

北海道の野菜は北海道の誇りです

離農した立場ですが、今でも農業は気にかかります。北海道の農産物の美味しさと品質は、世界中の何処にも負けません。それを支える農家の皆さんへの恩返しとして、地産地消に励んでおります
w北海道を、いただきます！

雨　風　暑い日毎日お疲れ様です　身体をご自愛ください

いつも美味しい食材ありがとうございます

たくさん食べたいです

北海道の野菜は北海道の誇りです

いつも美味しい作物をありがとうございます

毎日美味しい作物を育ててくれてありがとうございます。美味しく頂いています。ありがとうございます

いつも美味しい作物をありがとうございました

農家の皆さまいつも美味しいものをありがとうございます



頑張れ北海道の農業

北海道の美味しい野菜が大好きです。

がんばれ、北海道農業。

北海道の野菜大好き！！

美味しい野菜お米ありがとうございます！いつも道産物を購入しています！コロナに負けるな！

コロナ禍に負けず美味しいお米を！！

コロナに負けるな！頑張れ北海道の農業！

酪農家の皆さん、牛さん、いつもおいしい牛乳ありがとう！！

いつも美味しいものありがとうございます。

美味しい食べ物ありがとー

雨の日も風の日も北海道の農業を支えていただきありがとうございます。世界一の北海道の野菜を感謝して毎日いただいています。

日本の食糧基地として頑張って下さい

いつもおいしいお米、野菜、牛乳を食卓に届けてくれてありがとうございます。今後もよろしくお願いします。

いつも美味しい野菜をありがとうございます！

今年はコロナでみんな大変。でも北海道の美味しいお米を食べたら体も心も安らぎます。がんばれ！！

北の大地で日本の食を守って下さい。

道産の野菜はどれもとったも美味しいからお料理が捗る！！

いつも美味しいごはんをありがとうございます！

今年は お家時間が多い　北海道の野菜で料理します！これからも共に頑張りましょう！

私も仲間に加わりたい！

美味しいみのりをありがとう

北海道の未来は農業にかかってます！

いつも、新鮮や野菜、ありがとうございます。

いつも美味しいものをありがとうございます！これからも頑張って下さい。コロナに負けないで下さい。

美味しいお米をありがとう！

美味しいお米沢山作ってください。沢山食べます。頑張ってください

いつも美味しいモノをありがとうございます！

いつもおいしい食材をありがとうございます！

北海道米を沢山食べるので頑張って下さい！

いつも美味しい作物を心を込めて作っていただいていることに感謝しています。これからも頑張って下さい！

いつも美味しい作物をありがとうございます！！

いつも北海道の食を守って下さりありがとうございます。

おいしい野菜をいつもありがとう！！

北海道産米最高ー！

お米美味しい！ありがとうございます！

いつも美味しいお米をありがとう！ふっくりんこが大好きです！

いつもおいしい野菜をありがとう！

毎日安心して食事が出来るのは農家さんのおかげですありがとうございます。

いつも美味しい野菜をありがとうございます



ゆめぴりか、ほんとうにおいしくいただいてます！北海道は農業王国です！これからも安心、安全な農産物を全国の皆さんに提供してください！応援してます！

いつも美味しくご飯食べています。今は、ゆめぴりかと筋子のおにぎりが神です

スーパーでの買い物の際は、できるだけ北海道産を探して購入しています。おいしくて、安全な作物をこれからもよろしくお願いします！応援してます！

北海道に転勤して2年目。道産野菜がおいしいです(*´ω｀*)

たまねぎ・じゃがいもが美味しい季節！たくさん食べて応援します！

あなた達が居ないと美味しい野菜が食べれません！！お願いします！

北海道の米はさいこう！

いつもおいしい野菜をありがとございます！これからもいっぱい野菜たべます！

北海道の野菜は最高

北海道のお米でコロナを吹き飛ばせ！

北海道米しか食べません。東京の息子へも毎月送ってます。これからも美味しいお米よろしくお願いします。

おいしいものを作ってくれてありがとう!

北海道の野菜は最高

たくさんの野菜ありがとうございます！

美味しいお米と野菜、お肉が身近にある、道民で良かった！晴れの日も雨の日も雪の日も頑張っている皆さんのお陰です。ありがとうございます。

(⌒,_ゝ⌒)ばちこり上手い

いつも美味しいものをありがとう！

私はご飯が大好きです。いつも美味しいお米を作ってくれてありがとうございます。

北海道産　お米が一番美味しい。作ってくれてありがとう。

食べるなら北海道産！！

いつも美味しい食を作ってくださいましてありがとうございます。感謝しています。これからも美味しいのを沢山作ってください

日本人なら米を食え。

美味しいお米を沢山、作ってください。幸せな気持ちになります。

どんなときも、毎日コツコツと大切に育ててくれてありがとうございます。

これから新米の季節！！美味しいお米を作って下さる農家さんに感謝です！

いつもおいしい野菜をありがとう！！

いつも美味しいご飯を作ってくれてありがとう！

いつも美味しい野菜をありがとうございます

美味しい野菜を期待してます！ガンバレ！

北海道の無洗米をいつも買ってます！

今年から北海道に単身赴任できました。今まで、自炊をした事が有りませんでしたが北海道の農産物を食べ料理をする様になりました。これからも美味しい食材をお願いします。

美味しい野菜やお米、ありがとうございます。頑張って下さい！

悪天候にも負けるな

何時も美味しく頂いてます！

特別な日のお米はゆめぴりかです。美味しい！大好き！

いつも美味しい作物をありがとうございます！！

ゆめぴりか美味しいです！東京で買ってます！！

北海道の美味しい農産物は、道民の誇りです。いつまでも、自慢できるお米や野菜を作ってください。応援しています。

道の駅や直売所で美味しい野菜やお米を買うのが楽しみです。いつも、ありがとうございます！



毎日安全で美味しい道産食材の生産をありがとうございます！これからも大事に美味しく頂きます！！

おいしい食材をいつもありがとう！

いつも 美味しい食材を生産して頂き感謝です

いつもありがとうございます！これからも頑張ってください！

北海道の野菜は北海道の誇りです

美味しい野菜をいつもありがとうございます。

安心安全なお米を作ってくれていることに感謝しています。頑張って下さい　応援しています。


