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年齢 性別 「アイス」について不便・悩み、「ここが○○だったら…」というと思うことを自由にお書きください

52 女性 アイスが冷凍庫から出したてだと、固い。はじめからスプーンが入ればいいのに、といつも思っている。

41 女性 アイスのまわりに氷がつかないほうがいい

32 女性 アイスも最近のヨーグルトのように蓋にアイスがつかなければいいなー！とと思います。

41 女性 アイスがもうちょっとやわらかかったらな

52 女性
紙をはがしながら食べるクレープやコーンタイプのアイスがありますが、髪にチョコやアイスが溶けてついてしまい、綺麗に食べることが出来ません。紙の材質、アイスと触れる部分の紙の工
夫があればいいなあと思います。

57 男性 カップアイスのサイズがでかすぎ！ 安くて、小さいサイズが、ほしいです。

39 女性 冷凍庫の中で霜を張ったアイスが美味しく食べられたらいいのに

41 女性 アイスは多すぎるので、少量サイズがもっとあったらいいなと思います。

42 女性 アイスのカップの蓋がつまみにくいのが不便

47 女性 チョコレートやアイスに乳酸菌やオメガ3などの美容と健康に良いものがたくさん入っていると嬉しいです。

38 女性 棒のアイスは子供が最後の方がとっても食べづらそう・・・。

66 男性 アイスのふたについちゃうところ、残りのまわりについちゃう

30 女性 アイス余ってしまう

40 女性 アイスクリームは買ってすぐ食べないと、買ってすぐに家に帰ってもその間に溶けてくる。ドライアイスとかに入れなくても溶けない方法はないものか。

47 女性 マルチサイズのアイスクリームの数が足りなかったりすることがプチ不満です。

58 女性 アイスの包装が面倒なものがある。

52 女性 「アイス」の紙カップ　冷凍庫に入れておくとふにゃっとします もっと頑丈な水分を吸わないカップだといいのに。

30 女性 棒つきアイス：溶けても下にたれないような仕組みならいいのになと思います。

52 女性 カップアイスにスプーンがついているといい。

33 女性 アイスがもう少しかじりやすかったら。 子供にあげるときに難しい。

30 女性 アイスのコーン部分がしけているときがある。

41 女性 カップアイスの蓋ペリペリ剥がすタイプだと、食べきれなかった時の保存に困る。

49 女性 箱に入っているアイスは、結局冷凍庫に箱ごと入れると箱が湿ってしまったり、箱がかさ張って冷凍庫にそのまま入らなかったりするので、紙製の箱の必要性を最近感じます。

47 女性 アイスやチョコがもっと溶けにくく、持ち歩けるとうれしいです。

52 女性 アイス・・・PINOや雪見だいふく…アイスが固くて楊枝が刺さらない。

31 女性 アイスを家まで溶けずに持ち帰れたらいいと思う

45 女性 棒アイスはよく棒周りのアイスが落ちる

27 女性 コーンタイプのアイスで包装紙が紙の場合、一回で食べきれなくて冷凍庫にもう一度保存するとき不便です。

44 女性 棒アイスの棒も食べられたらいいなと思います。例えばポッキーや飴製等。ゴミも減ってエコだと思います。

45 女性 不便と言えば、アイスクリームが消費期限がないので…。 一旦 半分まで食べた時、いつまでなのか分からない。  また、開封しないアイス。  ガチガチの氷が付いていてもイイのか…。

37 女性 カップのアイスクリームは冬場は手が冷たくなってしまう。

57 女性 アイス　いろんなメーカーがちょつとずつ入っているのがあったらうれしいなぁ　沢山の種類食べたいし

49 女性 アイスは食べている間に溶けるのが嫌です

50 女性 夏にアイスを購入する際、自宅に着くまでに溶けてしまうので家の近くのお店でしか購入できない。

36 女性 アイスは棒のものが多く、子どもがベタベタになります。パピコなどはベタベタになりませんが、バニラ系がないのであると嬉しい

55 女性 1口サイズの高級アイスが欲しい。

57 女性 アイスが、すぐ柔らかく食べられたら嬉しい。

42 女性 アイスモナカを夏場にも最後まで柔らかくせず食べたい。手で持つから、その部分が柔らかくなるのが嫌。かといって、一口ずつ持っている場所を変えるほどまめにはやりたくない。

42 女性 もなかアイスを最後までとかさずに食べたい。持つ部分をこまめに持ち替えれば良いだけだが、そんな面倒なことをせずとも良いほうが嬉しい。

52 女性 アイスの賞味期限はあるの？

33 女性 アイスはとけてもいちど冷凍すると味がすごくおちる！これふべんです

41 女性 冷凍しているアイスが硬くてなかなかすぐに食べられない。スプーンですくえないのが困る。

32 女性 ホームランバーのような棒付きアイスの紙が剥がしにくいです。

40 女性 アイスを好きなだけ食べて、美味しく取っておいてまた食べたい。

33 女性 ソフトクリーム型のアイス、上の容器を取ろうとすると、コーンから上のアイスが容器と一緒に折れてしまうことがあります。 良い方法はありますか？
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年齢 性別 「アイス」について不便・悩み、「ここが○○だったら…」というと思うことを自由にお書きください

25 女性 アイス、棒アイスだと、最後の方食べづらいです…。

39 女性 カップアイスがいつもカッチカチ！すぐに食べたい時に少しで良いからスプーンが入りやすいと良いな。

38 女性 コーンタイプのアイスの外側の紙が剥がしにくい

31 女性
アイス、よくあるのが一本サイズかファミリーサイズですが案外割高に感じますがファミリーサイズを買います。ファミリーサイズの上がないので二個買わないといけない場合があるので大容量
のアイスがあったらいいなと思いました

36 女性
アイスは、お得パックやファミリーパックを買うと、必ずすぐに霜がついてしまいます。 どうしたら、最後まで美味しく食べられるか気になります。 チョコレートは、冷蔵庫に入れると白い粉がふい
たりするのですが…予防法など知りたいです。

39 女性 アイスのふたの裏に付くのがもったいない。 アイスはもっとカロリーが低ければ良いのに

42 女性 箱入りのアイスが食べやすいが、入っている数が、少ないので、もう少し増やしてください

45 女性 棒付きのアイスを食べていて、残り少なくなってくると最後まで上手にキレイに食べることができなくて、落としてしまったりするので良い方法が知りたいです。

37 女性 アイス、製造年月日があるほうが分かりやすくていいです。

43 女性 カップに入っているアイスを食べたい分だけ簡単に分けることができたらいいなと思っています。

55 女性 コーンアイスの回りの紙はクルクル取れるが手にチョコレートが手につきやすい

36 女性 カロリーが低いけど美味しいアイスを増やしてほしい。

34 女性 アイスが食べ始め硬くてスプーンが入りにくいこと。

44 女性 カップアイスの蓋にもアイスがついているので、初めからつかないようにはできないのだろうか？

63 女性 アイスは日付を入れてほしい。

55 男性 アイスクリームの「あずきバー」は固すぎます。もう少し柔らかくてもといつも思います。

39 女性 アイスの棒のアイスの中に入ってる部分がチョコやクッキーだったらいいのに・・・と思います。

54 女性 アイスはコンビニとスーパーでかなり値段が違う。職場でおやつを食べたいとき、近くにスーパーがないのでコンビニでアイスを買おうとすると高くて残念。

51 女性 ありがちですが・・・アイス、棒アイスやソフトクリーム系、垂れてこないとうれしいんですけどね～

69 女性 アイスは好きですがあまり量を沢山食べることができませんのでいつも買うことをためらってしまいます、一口サイズの詰め合わせの様な商品があったらうれしいです

53 女性 夏にアイスを買って帰ろうと思うと途中でとけてしまうので、良い方法があれば知りたい

30 女性 アイスのビニールのフィルムが剥がしにくい

30 女性 コーンのアイスを食べる時、コーンの部分が取り出しにくい

58 女性 アイスを冷凍庫に保存しておくと、氷が蓋の後ろについてしまっていることがあるのが残念。

24 女性 アイスの製造年月日の表示をしてほしいです。

64 男性
アイスクリームは冷蔵庫で凍っているとスプーンも通らない。溶け出しがおいしいのでやわらかで冷たいがあればいいと思います。ソフトクリームが人気なのはそうしたことが叶うからではない
でしょうか？

29 女性 カップのアイスを食べるときに持つ所が冷たいので回りがもう少し厚い作りになっていればおさより美味しく食べれる気がします。

31 女性 ジャイアントコーンアイスなど、開ける時にコーティングのチョコレートが包装紙に付いてしまい、包装紙を舐めている。どうにか綺麗に取れる方法はないものか。。。

33 女性 フラペチーノとアイスの中間みたいなスイーツがあれば残業のおともにしたいな、と思います。

47 女性 アイスのカロリーが高い

51 女性 衛生上カップアイスを袋に入れてほしい。

25 女性 棒のアイスが上手くたべれられなくて、溶けてしまって落ちてしまうことがあります。袋の容器じゃなくプラスティックなどにしてくれたらなぁと思います！

30 女性
棒付きアイスの食べ方が未だに分かりません。両端から食べていって棒についたアイスを食べるのですが最後アイスが落ちてしまいうまく食べれません。アイスについている部分の棒も一緒
に食べれたらいいのにと思います。

30 女性 アイスの箱が冷凍庫でかさばるので袋にしてほしい。

33 女性 パックアイスだと一回に食べきれないことがあるので蓋が再利用出来るものがよい。

56 男性 夏の棒アイスは溶けて、手に付き、ベトベトが困る。

45 女性 アイスをアレンジしてさらに楽しみながら食べられたらなと考えています

40 男性 アイスの棒はもう少し短かったらいいのに…その方が食べやすい気がします。

27 女性 アイスのヘラが蓋についていたらいいのに

39 女性
チョコレートやナッツがついたアイスバーは、袋から出すと急激に溶けてしまいます。 ゆっくり味わうことが出来ないのでいつもカップアイスを買いますが、ある程度溶けにくいアイスバーが欲し
いです。

55 女性 アイスのふたが硬くてはがれにくいときがあります。

39 女性 冷凍庫で霜を張ってしまったアイスが美味しく食べられればいいのに

52 女性 カップアイスをアレンジする方法を教えてください！

33 女性 カップアイスが蓋につくのを防げたらいいと思います

43 女性 カップアイスが固すぎると食べにくくて味も分かりにくく、レンジで少し溶かしてから食べています。他にもっと良い食べ方はありますか？

27 女性 コーン系のアイスは冷凍庫内に詰めにくいです。割れずに、でも隙間を作らずしっかりと冷たいのですが…。
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年齢 性別 「アイス」について不便・悩み、「ここが○○だったら…」というと思うことを自由にお書きください

36 女性 棒アイスを食べる時、最後にアイスが滴り落ちてくるのが防げたらなあと思っています。

39 女性 アイスや、チョコレートなど、美味しくて殆ど毎日食べてしまいます。糖質・脂質が少ないものや、もっと糖質オフのカップ?、チョコレート、食パンをお願いします。

44 女性 カップアイスふたにいつもついているアイスがもったいないので、つかないようにならないかなと思います。棒アイスの最後の一口を落とさずに食べたい。

56 女性 アイスについて。やはりカロリーが気になります。和風アイスが好きです。

42 女性 お買いもの時、ファミリーサイズのアイスの箱やチョコレートの箱がかさばって大荷物になる。食パンはすぐ乾燥して固くなる。

45 女性 1度で食べきれないカップアイスの食べ残しを美味しく保存できたらいいのに

38 女性 アイスが解けなければいいのに

41 女性 本格的な味わいのアイスを手軽に買えたら嬉しいです。

43 女性 アイスクリーム　→　子供が一度に食べられない時があるので、何回かに分けて食べられるような小分けにできるような構造のアイスがあるといいなと思います。

46 女性 内容量６本の箱入りアイスクリームは、外装を袋にして持ち帰りの不便さとゴミを少なくして欲しいです。

59 女性 パリッとした食感の最中アイスが好きですが、最中の皮がポロポロと零れ落ちるのが嫌ですね。ぱくっと一口で食べれる一口最中アイスがあればと、思います。

55 女性 パックのアイスクリームは食べきれず残して冷凍庫で保存すると霜が付いて風味が落ちてしまいます。良い保存方法を教えてほしいです。

70 女性 容量の大きなアイスクリーム、最後まで食べきれない事が多い。残り物の処理方法等、教えて下さい。

54 女性 カップアイスを開けた時蓋に付くアイスクリーム。

29 女性
アイスについての悩みですが、棒アイスの場合、どのように食べ進めれば最後にアイスが落ちないかどうかを考えなくてすむのか・・・棒アイスは美味しいものも好きなものも多いのにいつも最
後に悩みます。

32 女性 冷凍庫から出してすぐ食べたいけど固い 　乳脂肪分の高い”種類別：アイスクリーム”がやっぱりおいしいけど、カロリーが高い

32 女性 棒アイスの棒が生ごみで袋がプラスチックごみなのがちょっと面倒です。昔あったみたいに個包装が紙の棒アイスとか、棒がプラスチックのアイスとかあったら良いなと思います。

43 女性 プリンやアイスのふたがかたくてめくりにくい。

32 女性 アイスの霜が付きやすくて困ってます！

27 女性 アイスは添加物が多いことで美容家の方などからかなり不評です。そういう成分を含まないアイスを作ってほしいですよね。

49 女性
アイスって、家庭の冷蔵庫にいれると 霜がついたり、長く保管してるとなんとなく香りがおちたり、舌触りがかわったりしてるような。冷凍室の詰めこみすぎ、もあるとは、思うのですが、正しい保
管のしかたをしりたいです。

35 女性 カップアイスがふたにつかないようにして欲しいです

65 男性 アイスが大好きですがおいしいものは値段が高い、もう少しお手頃な価格で提供してほしい。

42 女性 アイスクリームの内蓋（フィルムタイプ）を剥がした時、フィルムに付いたアイスクリームが溶けて テーブルに付くのが不満

49 女性
コーンタイプのアイスクリームの外側の紙をむくと、クリームやチョコレートがついて捨てるときに必ず手にくっつくので、ミシン目があったりしてもっときれいに向けながら小さく捨てられるといい
と嬉しいです

29 女性 個食のアイスの量が多い。高級志向の200円から500円くらいの商品をファミリーパックくらいの小さい量で、単価の安い100円くらいの商品にしてコンビニでバラ売りして欲しい。

66 女性 アイスの賞味期限はあるのか？

46 女性 アイスの袋が、真空になっていたら霜や乾燥から守れるのでは？と思います。

36 女性 子供が棒アイスを食べる時に最後の方に溶けて落ちてベトベトになるのが悩みです。

38 女性 アイス・・・家の冷凍庫で保存していると、柔らかくなってしまうことがあります。設定温度の問題でしょうか?強にはなっているんですが。

50 女性 アイスやチョコレートにお砂糖ではなく、はちみつが入っていたらいいのに

30 女性 アイスのカップを２回に分けて食べることが多いのですが、一度開封するといつまでに食べるのがベストでしょうか。

52 女性 スーパーで買ったアイスクリームの、溶けにくい持ち帰り方法を詳しく知りたいです。

58 女性 アイスは、口の中に入るぐらいの大きさならうれしい。

30 女性 カップのアイスクリーム、冷凍庫から出してすぐに食べようとしてもがなかなかスプーンが入らないことがちょっといらいらします。時々ほんの少しだけ電子レンジにかけたりします。

43 女性 アイスが食べきれない時があるので、上手な保存方があるとよい。

38 女性 溶けないアイスがあれば…

38 女性 アイスバーについて、一度に食べきれない事がある。そんな時「この味がカップタイプなら。。。」といつも思います。小分け（？）に食べる事の出来るバータイプがあったら便利だと感じます！

37 女性
アイス…美味しいのにカロリー控えめだったら。いや、そういうのありますけど、やっぱり薄い、物足りないと思います。私はコーヒーが好きなのでコーヒー味のアイスがもっとあると良いなと思
います。マーブルとかキャラメルリボンみたいなのをちょっと大きなパックで。バーレル型のをそのままスプーンでエンドレスな…。

42 女性 アイスのカロリーと糖分がもっと少なかったら良いなぁといつも思っています

33 女性
アイスに霜がつかない方法が開発されたらなと思います。 カップアイスでもアイスとふたの微妙な隙間に霜がついてしまっていることがあります。 アイスは消費期限がないので、霜がついてい
ると劣化している感じがしてしまいます。

32 女性 箱アイスは冷凍庫のあけしめの時箱が引き出しにひっかかるからイライラする。

38 女性 ちょっと溶けたアイスが好きなのでちょっと溶けた状態のアイスが最初から売っていてそれ以上溶けにくくなっていたら嬉しいです。

45 女性 カップアイスにスプーンをつけてくれないことがあるので、スプーンがもともとついたものがあったらうれしい。

45 女性 アイスはふたについた分がもったいないですよね、当然なめちゃいますけど。

32 女性 アイスが溶けにくければ良い。

35 女性 とけないアイス
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33 女性 アイス　冷凍庫にそのまま立てて収納しやすいパッケージがあればいいなぁ。

48 女性 アイス、もっと小さいカップがあれば嬉しい

57 女性 ソフトクリーム状のアイスのキャップを取る時にうまく外れなくて、アイスがふたに残ってしまうことがある。

35 女性 ヨーグルトやアイスを開けた時に、フタの裏についてしまう件。ペロペロなめるわけにもいかないし、捨てるのももったいない！！

39 女性 アイスは冷凍庫に入れておくと「におい」がついてしまう。ニオイがつかない、パッケージがあれば。

39 女性 アイス 購入しても、もって帰るのに不安で、棒アイス系はなかなか購入できず、いつもカップになってしまう。

56 男性 年とともにたくさん食べられなくなりました。アイスももう少し小さいサイズのものがあるとうれしいです。

62 女性 アイスは、シニア向きにもう少し小さめの方が良いと思いますが…

44 女性 これからの季節、できるだけ溶けにくいアイスがあると持ち帰る際、嬉しいです

55 男性 アイスが固すぎて待たないと食べられないことがある。冷凍条件によらず、一定の固さになれば良いと思います。

54 女性 アイスを食べると、夏は特に一気に溶けてきます。溶けにくい容器があるといいです。

33 女性 アイスがかちんこちんのとき、電子レンジにかけれるように容器を電子レンジ対応にしてほしい

47 女性 アイスに消費期限はあるのでしょうか？冬場は食べる機会が減るので、どれくらい冷凍庫に入れておいていいのか疑問に思いました。

36 女性 抹茶系のアイスを通年販売して欲しいです。あと口が寒くなるので、ウエハースかビスケットが別で付いてくるアイスがあると良いのにと思います。

37 女性
カップアイスを食べていて、半分残したいと思ってラップをしてからフタをしても、冷凍庫のニオイがついたり、ガッチガチになって美味しくなくなってます。 何とか、食べかけを再冷凍しても、味
が落ちないアイスを作っていただきたいです！

47 女性 アイスクリームを長期間冷凍室に入れておくと、霜がつきますよね？あれをできるだけ避けるには、どうしたら良いのでしょうか？

36 女性 アイスを食べたい時に冷凍庫から出したら、固くてすぐに食べれないのですぐに食べれたら良いとのになーと思います。

52 男性 スーパーでアイスを買ったが、レジが長蛇の列で、食べる時には溶け気味だった。

36 女性 子供にアイスを食べさせようと思うと食べる速度が解ける速度に追いつけず、手がべたべたになり、結果崩壊してしまうことが多い。崩壊させない食べ方が知りたいです。

46 女性 アイスはカロリーを押さえてコラーゲンなど配合されているとうれしい?

65 女性 アイスが残った時、冷凍保管して再度食べる時はじめに食べた時と同じくらいおいしくいただけたら良いのに

51 男性 スーパーのアイスクリームは激安だがコンビニは高過ぎで購入に躊躇する。スーパーは遠くてドライアイスを貰っても溶けてしまうしなぁ。

66 女性 アイス・・・孫が3歳なので溶けてたれやすいアイスは困っています。溶けても下にたれないウエハースの入れ物付きが欲しいです。

35 女性 カロリーが気になります。こんにゃくアイス、こんにゃくチョコ、こんにゃくパンとか海藻アイス、海藻チョコ海藻パン、カロリー０って出ないかな。

42 女性 家族で食べるアイスがもう少し安かったら嬉しいですね。

31 女性 冬の季節にアイスを食べようとすると、暖かいところで食べたいけれど、すぐ溶けてしまうのが悩み

50 女性 サッパリと甘さ控え目のアイスが食べたい。

65 女性 「アイス」冷凍保存です。カップ。棒。2重パックにして欲しい。 長期保存中に中身が減っている。

36 女性
アイスの木の棒の歯に当たる感じが嫌です（アルミ箔を噛んで歯が気持ち悪い・・・という感覚に似ている）。棒にひっついているクリームやチョコも残さず食べきりたいです。棒の歯ざわりを改
良してほしいです。

39 男性
アイスは 棒つきタイプ→棒に近い位置ほど食べにくい、棒から落ちるのが不便です。 棒が食べられる素材ならゴミも出なくて楽しそうです。 コーンのカップタイプ→コーンのカスがボロボロと落
ちるのが不便です。 モナカ系だと、コーンの間からはみ出て手が汚れたりするのも気になります。

39 女性 アイス、もっと一口サイズの商品が増えたら嬉しいです

68 女性 アイスのサイズが小さいことがプチ不満です。

56 女性 アイスを買うとすぐ帰らないと溶けちゃうと思い寄り道出来ないので近くのコンビニで購入することが多い

60 女性 ヘルシーで低カロリーだけど味は濃厚なアイスがあったら

37 女性 アイス。買って溶けにくくしてほしい

28 男性 溶けにくいアイスがあると嬉しいです。

30 女性 アイスクリーム、 ちょっとだけ食べたいと思っても、けっこう大きい。

48 男性 低カロリーで美味しいアイスがいいですね。

30 女性 アイスが家の冷凍庫だと固まりすぎる

32 女性
スプーンで食べるタイプのアイス。出先（旅行中の車内や、仕事の休憩中）でいざ食べようと思ったら、スプーンをもらい忘れたり、入れ忘れられていたり。初めからスプーンが中に入ってたら良
いのになぁと思うことがあります。ピノや雪見だいふくみたいな感じで。

60 女性
３００円くらいのアイスのパックをよく買います。 この場合、同じ種類のアイスを何個も食べなければなりません。 一つのパッケージに色々な種類のアイスが入っているものがあるといいなーと
思います。

59 女性 アイスのバー部分もアイスなら

45 女性 アイスは味わってゆっくり食べたいのですが、すぐに溶けてしまうのが難点です。 なんとかならないんでしょうか？

55 女性 身体に良い油脂を使ったアイスを売って欲しいです

53 男性 アイスは野菜味にするなどカロリーを気にせずに食べられる商品をお願いします

50 女性 アイスを食べてもおなかの調子がよければいいのになあ

35 女性 アイスがもっと溶けにくかったら、歩いてるうちに溶けないのに。
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50 女性 濃くがあっても、後味はサッパリとしているアイスが欲しい。

32 女性 アイス。仕方ないことですが、すぐ溶けてしまうのが悩みです。アイスである以上仕方ないんですけどね…。

61 女性 アイスがかちんがいや！カップをあけるとすぐに、すこしとろけそうなのがいい。

36 女性 カップアイスは少し溶かして食べる方もいますが、かっちかちのまま食べたい時に 出来るだけ溶けないようにしながら食べるポイントがあれば知りたいです！！

44 女性
アイスが好きでよく食べますが、１個売りの物は大きすぎてコストがかさむので毎日食べられない。かといってファミリーパックの物は１個が小さすぎて物足りずたくさん食べてしまうので真ん中
のサイズが欲しいです。

39 女性 袋のアイスは、袋から出すときに折れることがあるので、パッケージにもっと工夫があると良いです。

35 女性 棒アイスは子供が食べると手がべとべとになる

43 女性 アイスが外側から溶けるからカップからはみ出るのが気になりました。中から溶けたらいいのにな。

48 女性
アイスモナカが好きでよく食べますが。モナカに限らず袋から出した時にばらばらと粉？がこぼれてしまうのが残念です。自分は気を付けますが夫は遠慮なく絨毯にこぼすので・・・。納豆のた
れをパキッとできるのも画期的ですごいなーと感動しましたが、アイスなどもパッケージでくるんで食べやすい・または本体自体がこぼれないような作りだと嬉しいです。

32 女性 アイス。夏に買いに行ったら、家に着く前に溶けちゃう。。

47 女性 アイスのバラエティパックは大体6本入りです。我が家は4人家族なので、いつも2箱買わないと割り切れません。4本入りもあればいいのに。

59 女性 「アイス」時々一旦溶けた風・形が崩れたものにあたること。袋で中身が見えない商品がほとんどで、半身だけでも透明にできませんかね。

35 女性 アイス：周りが少し溶けてきたぐらいが好きだが、溶けすぎて失敗することもあり、どれぐらい時間をおけばいいのか

31 女性 アイス‥棒の付け根の部分が食べにくいです。 食パン‥袋から出すときにクズも一緒にこぼれてしまう。

33 女性
カップに入ったアイスが好きで、たまに食べるのですが、量が多すぎます。口をつけたものを冷凍庫に戻すのは少し抵抗があるのですが、冷凍だから大丈夫かな…と思っています。量が少な
めのもの（ただ、割高には感じないもの）もあるといいな、と思います。

42 女性 アイス。。。子供が食べるのに、すぐに溶けだしてしまうところ(棒アイスなど)

33 女性 チョコレートもアイスも大好きだけど　糖質とカロリーが気になる

33 女性 マルチタイプのアイスクリームの小分け袋が固くて開けにくい

37 女性 徳用アイス(2リットル等)のケースが、冷凍庫の場所をかなり占拠するので、残り半分になるとケースもコンパクトになるといいと思います。

41 女性 ソフトクリームの蓋が取りにくくアイスの部分がもげてしまうと子供に叱られる

32 女性 アイス。ヒトクチサイズのものがもっとほしい

55 女性 とけにくいアイス。

36 女性 アイスは、少し時間を置いた柔めが好きなのですがそのちょうど良い時間が分からず食べ頃が難しいです。

52 女性 溶けない（溶けにくい）アイスがあれば便利でしょうね。

38 女性 カップアイスの外側が冷たすぎて手に持てない

40 女性
アイスを何種類か買い置きしておくと容器がかさばって困ります（でも2～3数種類は常備したいところ）。形も円筒形でスペースに無駄が出る気がします。重ねやすく嵩張らない容器だといい
なぁと思うのですが…。

35 女性 アイスのフタについてしまったアイスをどうしたらいいのーーーと不便です。プチ不便。防ぐ方法があったら教えてください！

39 女性 アイスを長期保管しても冷凍庫の臭いがつかないパッケージ

32 女性 アイスを冷凍庫から出してすぐだとカッチカチなので、フタなどに食べ頃になると色が変わるようになるなどの工夫をして欲しいです！

37 女性 アイスクリームが好きなので、トクホ製品が選べたらと思います。

34 女性 子供に棒付きアイスを食べさせる時、もう少し工夫してあれば手がベタベタにならないのにと思います

36 女性 アイス・・・食べどきが難しい。 溶けすぎても、固すぎてもおいしくない。 これだっ！っていうサインがわかるといいなぁ～( *´艸｀)

29 女性 アイスのアイスの1リットル入りを買った時に残りを保存する場所が勿体無いこと。中身は少ないのに、容器が大きいために場所を取られます。

25 女性 アイスに血の巡りを良くする効果があったらいいな、と思います。

31 女性 一個一個で売ってるアイスがパッケージがおおきくてかさばるのが悩みです

39 女性 冷凍庫で霜を張ったアイスの復活方法

44 女性 アイスクリームが大豆で出来ていたり、カロリーオフだったら嬉しいです

38 女性 糖質制限のアイスがあれば、毎日食べられるのに。

32 女性 カップのアイスクリームを購入する際に、スプーンを貰うのをよく忘れてしまい、家で食べる時に不便なことがあるので、パッケージの中に入っていたら安心です。

45 女性 アイス：歩きながら食べられるようにしてほしい。

36 女性 アイスを食べるのが遅くて食べ終わるまでに必ず溶けてしまうので、もうちょっと熱に強かったらと思う。

39 女性 アイスってすぐに溶けちゃうので溶けにくいアイスとかあるといいなと思います。

26 女性 アイスやチョコレートは、もうすこし溶けるのが遅いとありがたいです。どうしようもないとは思いますが・・・

29 女性 棒アイスの袋を子供が開けるときに、棒の方からなかなか開けれなくて反対から開けようとしてベトベトになってしまった。

48 女性 アイスが固すぎるのがある

42 女性 アイスを買ったらドライアイスをもらわないといけないのが不便に思います。

64 男性 アイスの容器容量がもう少し種類があれば
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54 女性 アイスは、数種類の味があってアレンジ出来たら面白いと思います。

61 女性 アイスの甘さ抑えめに

36 女性 アイス カッチカチに凍りすぎていて、すぐに食べられないときに、イラッとしてしまいます

35 女性
アイスのプチ不便なんですが、棒アイスは最後の方になると溶けてきて、棒から落ちる、垂れる、アイスを袋から出す時、袋にベタベタくっついてしまっているものがあって出しずらいです。袋に
関しては、開け方が剥き出すタイプだったらいいなと感じています。棒から垂れる、落ちるのは、棒に返しのようなものがついてると防げそうだなと思いました。

33 女性 カップアイス、いつも全部食べきれなくて…。もう少し小さいサイズのものがあったらいいのに。

43 男性 アイスの棒の長さ、最終的には横から食べなくてはいけない。

37 男性 アイスの開け口を間違えない工夫があったら

29 女性 ソフトクリームタイプのアイスはカップをはずすとき、子供だとなかなかうまくいかず、折れてしまうことがあります。

38 女性 アイスは好きだよく食べますが、年齢的に一つでは多すぎる。でも、残すのもわるいので、色々なサイズが欲しいです。

25 女性 棒付きアイスの棒に凹凸がついていればこぼしにくくなるのに、と思います。

44 女性 冷凍庫に入れていたアイスをしばらく保存しておくと霜がついてしまうのが悩み

20 女性 アイスを箱で買うと飽きてしまい数本ずつ数種類残る。同じメーカーなら人気商品を一つの箱に合わせて販売していれば最後まで飽きずに美味しく食べれる。

45 女性 アイスは硬すぎませんか？冷凍庫からだしてすぐに柔らかくなる方法を教えてほしいです。

53 女性 アイスの木製スプーンについて。無料でもらえるので有り難いのですが、できれば中央部が谷になっていると嬉しいです。よりすくいやすくなるので。

26 女性 アイスで、半分だけ食べたい時に蓋がないと全部食べなければならいので、プチ不便。

19 女性 アイスの量が多い。途中で飽きる。

25 女性 紙のフタのアイスは残したときにフタとして使いづらい。プラスチックだと簡単にはめて残せるので便利。

28 女性 アイスはカップのものはフタにちょっとついたりするものが多くて、スプーンでその部分も食べますが全部はとりきれないので勿体無い気がする。

60 女性 冷凍庫に長時間入れたカップアイスが堅すぎる時がある。溶けやすくなるスプーンがありますが高すぎです。先に冷凍庫から出すと溶けすぎる恐れがありますので。

78 男性 アイスクリームに食物繊維が入っていればいいなあと思います。

39 男性 アイスバーの最後が落ちそうで怖い

31 女性 週1回アイスをかうのですが、5～6本入りを毎回購入するのですが、 1週間は7日あるため、その日数に合わせた7本入りを販売して欲しいと思うことは多々あります。

38 女性 アイスが溶けやすいので溶けにくいものが欲しい。

26 男性
ソフトクリームのアイス、小さい子供は蓋が上手に開けれずにモナカとアイスが別々になってしまったり、モナカの部分をプラスチックのケースから出せないと大変です。 アイスクリームとモナ
カの境目からの開封じゃなくてもう少し下からケースが取れるようにできればなーと思います。

18 女性 アイスが溶けずに、トルコアイスのようにもっちりしてればいいのに

37 女性 棒アイスの袋を、縦じゃなく、横に開けたい！

48 女性 アイスの棒の部分も食べられる素材にしてほしい

24 女性 アイスを買いに行くとドライアイスを入れてても、若干とけてしまうのが残念です。

31 女性 カップアイス、一個が多くてよく残しちゃいます(ФωФ)ハーフ&ハーフみたいに味が二個に分かれてたら、飽きずに食べられるのに。。

69 女性 カップアイスだとふたや淵にアイスがこびりついて最後まできれいとれないことがあるのでこびりついてしまわないよう工夫してほしい

29 女性 揚げアイスが好きなのですが、作るのに時間がかかるので、最初から、あげるだけで食べられるアイスがあったら絶対購入したいです。

37 女性 アイスは、棒アイスがもっと食べやすかったらいいのにと思います。最後の最後が食べにくい。

31 女性 アイスはどうしてあんなにすぐに溶けるんだろう。もっとゆっくり溶けてくれたらゆっくり楽しめるのに！！

49 女性 アイスを冷凍庫に入れておくとアイスに霜がついてしまうのが嫌です。

35 男性 アイスがすぐ溶ける

26 女性 冷凍庫に入れたアイスは、硬くなりすぎて食べづらい。

35 女性 アイスが硬くてスプーンも入らずなかなか食べられないことがよくあります。これがプチ不便です。

56 女性 アイスを食べる時にカチカチで食べられないこと。
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