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年齢 性別 「チョコレート」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

46 女性 チョコレート 少し高くても良いので、美味しいものを身近なスーパーで買いたい。

27 女性 「チョコレート」についてですが、溶けやすいので食べるときに手に付かなかったらいいのになぁ-と思います。

46 女性 疲れるとチョコレートを食べたくなってしまう。食後にひとつだけ、のつもりがどうしても満足できない。少しで気持ちが満足できるチョコレートがあったら、と思う

67 女性 チョコレートについて袋にまとめて入っているのが沢山有りますが、あれを個包装にして袋に入れて頂くと封を切った後でも食べやすいし、外出時に持ち運びし易いので助かる。

39 女性 チョコレートは手に付きやすい。

34 女性 チョコレート好きなんですが、カロリーが気になる。カロリーゼロのチョコがあったらなぁ～

25 女性 季節に左右されず楽しめるチョコレートがあればいい。冬は硬くなりすぎるし、夏はすぐ溶けてしまうので持ち歩きに向いていない。

36 女性 チョコレートが大好きなのですが、カロリーがとても気になります。超低カロリーのチョコレートがあると嬉しいです。

48 女性 チョコレートに個包装の物があってらいいのに。保存に困るし、一気に食べてしまうから。

43 女性 チョコレートの夏が美味しくいただける事が出来たらうれしいです。 冬のチョコは最高に美味しい。

40 女性 夏の暑さでも溶けにくいチョコレートがほしい

46 女性 チョコレートのひと口サイズがもう少し大きいのがあったらいいな。

33 女性 板チョコレートの食べかけ、アルミホイルで包むとかけらがポロポロと落ちます。綺麗に食べる方法はありますか？

33 女性 チョコレートについて。 板チョコを１枚まるまる食べるということがなく、食べる分だけ割って食べるのですが、アルミ箔が邪魔で面倒だな…と思います。

50 女性 夏にも溶けない美味しい「チョコレート」が欲しい！！

39 女性 チョコレートに元々折れやすいように溝がありますが、あの通りにパキッってしても綺麗にあの形になった事がないです。出来ないのなら出来やすいようにもう少し大きいにして折りやすくするとか工夫をしてほしいです。

53 男性 チョコレートは夏場にとけて手が汚れなければうれしい。

41 女性 板チョコレートが綺麗に割れないのは何でなのかなと思う。もう少し割りやすくしてほしい。

47 女性 チョコレートは食べたいけど止まらなくなるのが悩み。アーモンドいりのもの、ダークなものなど、色んな種類や大きさのチョコが個包装でアソートになっていると食べやすいです。

24 女性 チョコレートを手に持つと溶け出してしまうので、なるべく溶けずに食べられるコツを知りたいです。

37 女性 チョコレートを手に持ったら溶けて手につくのが、やっぱり嫌です。特に子供が気にせずそのまま他の物などを触ってしまうので、食べさせる時はすぐ拭いたり、気にしながらで面倒です。

35 男性 チョコレートの銀紙がすぐに破れてしまう。切りやすく、もう少し丈夫であれば良いかなと思いました。

49 女性 板チョコレートの保存法がもっと手軽になるといい

43 女性 チョコレート、たまに白くなってしまうのは仕方がないのでしょうか？

37 女性 チョコレートが、綺麗に割れない。溝があるのにそれの通りにわれない。

33 女性 お高めのチョコレートがもう少し手軽に買えると嬉しいなと…

22 女性 チョコレートが溶けなければいいですね

46 女性 子供達がチョコレート好きで良く持ち歩きますが、とろけてる事が多く困ります。

43 女性
寒い時期になるとたくさんの新しいチョコレートの新商品が出てるのですが。結局、昔から知ってる商品を買ってしまう。。とゆう、個人的な悩み。少し高めの値段の商品だと、買うのにも、渋ってしまうところがあるので、お試し
できるようなサイズや個数で売ってるともっといろいろ食べくらべられるかなと思いました

61 女性 チョコレートは毎シーズン食後、間食に食べていますが、夏は冷蔵庫で保管していますが白くなってしまい見た目も美味しさ半減します良い方法があれば。

30 女性 銀紙に包まれているチョコレートを食べるときに折った瞬間小さいチョコの破片が散らばるのがちょっと困ってます。何かいい方法ありませんか？

50 女性 食べ残して、いつの間にか白く油が浮いた？チョコレート、おいしくたべることはできないかな。

46 女性 チョコレートは冬場でも冷蔵庫保管が良いのか、悩むところです。

51 男性 チョコレートで手が汚れない方法があったら

49 女性 チョコレートはやはり個別包装が理想です！

34 女性 チョコレートが溶けないといいなぁと思います笑 夏場も持ち歩けたら最高！

45 女性 チョコレートはすぐ酸化してしまうので空けたらすぐ旬のうちに食べたいものですね。 冷蔵庫に冷やすと何故か味も落ちる気がします。ブラックサンダーぐらいの大きさぐらいが丁度いい。

40 女性 チョコレート単体ではなく乳酸菌入りなどのものが出て来ていて面白いです。チアシードやゴマ入り、きなこ入り、青汁入りとかもあればいいのになぁ。美味しく栄養もとれると嬉しいです。

53 女性 チョコレートが大好きでよく食べますが、開けたら最後全部食べてしまいます。途中で止める効果的な方法はないでしょうか。

43 女性 大好きな板チョコレート、銀紙を剥がして食べて、残りをまた包んで箱にしまうのが面倒。 小分けのもあるけれど、なぜか物足りないので、板チョコレートを買ってしまう。  食パンの袋、ジッパー式だったら最高！

46 女性 チョコレート・・・冷蔵庫にいれると白っぽくなってしまいましよね？夏は溶けてしまうのがいやで冷蔵庫にいれるんですが。入れなくても溶けない方法とかありますか？

38 女性 チョコレート好きですが、カロリーがもっと低かったらいいのになといつも思います。

44 女性 ブルーミングをおこしたチョコレートの活用法。

33 女性
板チョコがへこみの通りに割ることができません。以前テレビでチョコレートのへこみはチョコレートを固めるためのものと知りました。それでは、板チョコ正しい食べ方はどのような方法なのか知りたいです。 あと、うまく割る方
法があったら教えてほしいです。デスクで食べるとき用に一口サイズに割りたいので。
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29 女性 チョコレート、おいしいのはカロリーが高い。もっとヘルシーなチョコレートあったらなぁ。豆乳とかと合わさったようなやつ！

51 女性 板チョコレートが、もっとキレイに割れ目に沿って割れたら良いのに、とよく思います。たいてい斜めに割れて、がっかりします。

35 女性 「チョコレート」夏でも溶けにくく、食べやすければ嬉しいです。 ついつい食べすぎてしまうので、 途中でやめられるようになっていれば、嬉しいです(笑)

38 女性 一口サイズより少々大きいチョコレートを一口かんだときに、ぼろぼろと破片がこぼれてしまったり、中にナッツが入っていたりするとナッツだけ落ちてしまったりして食べにくい。

50 女性 チョコレート。カロリーゼロの商品が増えてほしい

64 女性 チョコレートでカカオ成分が身体に良いと思うのですが、甘みも欲しいので含有量が多くて、甘みもあるチョコレートが食べたいです。

35 女性
チョコレートのパッケージで最近はチャック式の袋のものが増えています。それがとても便利！紫外線から守ってくれるし、袋の中で割って1欠片ずつ食べられる上に食べかけで保管もできる！普通の板チョコもこの形式にし
て欲しいです。

71 女性 チョコレートは夏場は冷蔵庫にいれる。がいったん取りだすと変質していて感じが悪い

49 女性 いったん溶けたチョコレートが固まったものは味、風味とも格段に下がってしまう。

40 女性 チョコレート：暑いと溶けるので、夏や、冬の暖房のきいた部屋で溶けてやわらかくなるのが困る。

31 女性 チョコレートがすぐ溶けてしまうので、もっと溶けにくいと良いと感じます。

40 女性 チョコレートのバラエティパックとか、個包装の包みの重さも含んでいるのか、いないのかはっきりしてほしい。

35 女性 チョコレート、常温で食べたいけど手がベトベトになる

49 女性 チョコレートは小分け袋のものが欲しい

53 女性 チョコレートは夏気温が高い時期は溶けやすいので、溶けにくいチョコを開発してほしいです。

49 女性 チョコレートは夏場はとけるので敬遠がちなのでとけない商品が欲しいです。

33 女性 チョコレート、食べるときに溶けて手に着くのが嫌。

47 女性 お菓子に関しては　甘すぎるのはあまり好きでないので、最近高カカオのチョコレートを購入しているのですが　もう少し安くて、種類が沢山あればいいのに　と感じます。

48 女性 健康にも良いと話題になっているチョコレート。甘さや口溶け等の数値の表示がないので当たり外れがある。

47 女性 歯につきにくいチョコレートがあれば…

29 女性 板チョコレート→包んでいる銀紙が思ったようにうまく破れず食べた後の保存に困る。や破りやすいけど残った時に保存しやすくなったら良いです。

44 女性 個包装のチョコレートで子袋があればいいのに。大袋だと食べきるのに大変。

34 女性 板チョコレートは溶けてしまうので、コーティングされているか溶けにくいパリパリ感のあるチョコがいいです。

46 女性 板チョコレートを食べるときに手が汚れるので、汚れないような工夫があると食べやすく良いと思います。

29 女性 チョコレート・・・夏場は溶けてしまうため冷蔵庫で保存するが、冷えると風味が落ちあまり美味しくない。夏場でも溶けず、口に入れると唾液などで口当たり良く溶けるチョコレートが欲しい。

29 女性 チョコレート手を汚さずにできたら

26 女性 一粒ずつ包まっているチョコレートの口をチャックにしてほしいなとずっと思っていました！！ファミリーパックなどすぐに食べきれないのでチョコレートがあったほうが風味が損なわれないと思います！

54 女性 チョコレートカカオ70以上のファミリーサイズのお得用があったらうれしい。袋で十分。

48 女性 会社で事務職でパソコンを使うので、疲れた時、チョコレートが食べたいので、1個づつ紙に包んであるものがいいです。

26 女性 チョコレートが溶けて手につくのが不便

46 女性 チョコレートは最近健康を考えた製品がでてきましたがさらに健康志向のものを希望します。その他についてももっと健康重視の食品を開発してほしいです。

36 女性 チョコレートは子どもが大好きでよく食べるんですが、板チョコは銀紙使って持つのが苦手らしく、直にさわっちゃうから手がベトベトになっちゃいます。。。

30 女性 チョコレート小さな子が食べてると口も服もすごいことになります。もっと綺麗に食べらるようになってればいいのにと思います。

40 女性 チョコレートが好きな息子がいますが実はアレルギーで少しの量か食べれません。牛乳成分が低い商品が多くなるといいなぁと思います。

62 女性 チョコレートが大好きです。 乳化剤やレシチンなどケミカルなものは使わない高品質なものを各メーカーが 製造してほしいです。

34 女性 溶けにくいチョコレートがあれば欲しいです。

38 女性 チョコレートに乳酸菌が配合されている商品があるのは知っているが高いのでお手頃な価格で買えると嬉しいです。

54 女性 チョコレートの賞味期限は長いと思うのですが、油断すると、ファットブルーム現象が起きてしまう！

31 女性 チョコレートで口の回りや手がベタベタに、、、！どうしたら子供でも上手に食べられるだろう？

55 女性 チョコレートですが、低カロリーのチョコがあればいいなあ 好きですが、カロリーが気になるので。

42 女性 太らないチョコレートがあったら最高ですね。

27 女性 カロリーが低いチョコレートがあったらいいのに

63 男性 チョコレートの包装紙が開けにくい。（年寄りにとって） マルチアイスの包装箱はもったいない。ビニール袋でもよいと思う。

38 女性 食べても太りにくいチョコレートがあれば、毎日楽しく食べるのに…

47 女性 口どけが滑らかなチョコレートが好きなのですが、夏は溶けるので、口どけが滑らかで冷蔵庫に入れなくても溶けないチョコレートがあれば、嬉しいです。

37 女性 チョコレートがとけるのが早すぎる

22 女性 チョコレートは夏場に持ち歩けないのがかなしいです。
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31 女性
チョコレート！本当は甘くてとろけるホワイトチョコが好きですが、健康も気になる昨今。カカオ72%、85%、99%……%が高い方がいいのだとは思いますがあまりに苦すぎるのはちょっと……。ちょうどいいラインにいつも悩みま
す。

54 女性 チョコレートは大袋のものを買うが　ミルクチョコレートだけとかじゃなくて　アーモンド　ホワイトチョコ　抹茶など　混ぜたものがほしい

31 女性 美味しいチョコレートは溶けやすいので、出かける際に持っていけず、ちょっと不便です

69 男性 チョコレートの安くていいからウイスキーのつまみ版がほしいです。

48 男性 夏場のチョコレートの持ち歩きに困っています。

42 男性 解けないチョコレートがあったらいいな

51 男性 チョコレート・・・甘さの糖度が表示してると、どれくらい甘いのかビターなのかがしれていいと思う。

27 男性 チョコレートを食べるとき手が汚れる

22 男性 チョコレートのカロリーオフを食べたいです

31 女性 チョコレートが手の温度で溶けなければ良いと思います！！冬の時期はチョコレートが食べたくなります。

44 女性 チョコレート…健康のために食べたいけれど砂糖が少ないものは苦すぎて食べにくいです。もっとまろやかな味わいの物があればうれしいですね。

41 女性
最近、高級なチョコレートがたくさん出ていますが、ちょっとパッケージにお金をかけ過ぎじゃないでしょうか。体に良いので食べたいのですが、正直高いです。昔の板チョコみたいに銀の紙にパッケージの紙を巻いただけでは
できないのでしょうか。

23 女性 チョコレート。板チョコを半分くらいまで食べたときの残りの保存方法に戸惑います……。

27 女性 チョコレート：その商品が最も美味しく楽しめる温度をパッケージに表示してほしいなぁと思います。

30 女性 チョコレートは手の温度で溶けるので子どもに食べさせると大変で、、、

41 女性 お手頃なチョコレートは大抵銀紙の包み、あれすごい苦手です。。

31 女性 板チョコレートがおおわれているアルミ箔があけにくい。一気に食べきれなくて半分にしようとするとバキバキに割れてしまう

29 女性 チョコレートは今糖質制限も流行っているしカカオ７５％以上の種類を増やしてほしい

18 女性 チョコレートが手に溶けてよごれなかったら

48 男性 温度に強い、溶けにくいチョコレートがあったら、いいのにと感じます。
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