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年齢 性別 「乾麺」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

66 男性 乾麺を茹でる時間を短くしてほしい。

47 男性 乾麺はもっと時短で完成できる工夫がほしい

41 女性 乾麺のうどんのゆで時間が短ければよいです。

64 女性 よく５袋入りの乾麺を売ってますが、３袋入りぐらいがあれば嬉しいです。

40 女性 乾麺の使い道がいつも同じなので、滅多に使わない。レパートリーを増やしたい。

34 女性 乾麺に身体に悪い成分がはいってないでほしい。

44 女性 乾麺の袋を切って開けると、上下に余裕がないので残った時に口を止めて保管できないので、もうちょっとゆとりがあればいいと思う

55 男性 乾麺の束。バラで入ってて。台紙の輪を通すことで量を自由に測れるようになってればいいと思うけど。

23 女性 乾麺を鍋に入れるときにくっつかないようにするためにすぐかき混ぜるが、かき混ぜる方に意識が向いてしまい、乾麺が鍋に入らず、落ちてしまい、それを拾っていると結局素早くかき混ぜられないところ。

45 女性 乾麺をもっと小分けにして欲しい。少量欲しいときもあるので。使いかけは密封容器に入れていますが、元々分かれていると使いやすいです。

36 女性 韓国産などではよく目にする煮込めば煮込むほど美味しいコシのある乾麺を発売して欲しいです！

51 女性 食べきれなかった乾麺の保存法。袋の口をゴムで止めておくだけではだめですか？

51 女性 多くの乾麺は、どうして一人前ずつ束にしないのかな～? 目分量で使うから、最後は必ず変な量があまるのよね。

47 女性 乾麺の長さが鍋に入れるときに不便。 丸まってたり、半分に折り曲がっていたら、鍋のお湯にすぐ浸かるのに。

33 女性 1回で使い切れない乾麺を保存しておくときに、封がしづらい。

49 女性 乾麺は茹でた後水で洗うのが手間。

52 女性 乾麺。全て使用するわけではないので、残った分を保管するのに便利なように、ジッパー付きにするとか、保存しやすいような袋状にして欲しい。

51 女性 乾麺の袋、もう少し明け口の長さに余裕があれは余ったときに結べるのに、出来ないので保存袋にいれなきゃならないのが困ります。

59 女性 乾麺はジッパー式の袋で売っていたらうれしい

42 女性 乾麺の袋がジッパーだったら

44 女性 乾麺・・・一度に使い切れなかったときに残った乾麺の保存が不便。乾麺が入っている袋がチャック付きだったら良いなと思う。

66 女性 乾麺大好きで、常備していますがパッケージの中身が多すぎます。もう少しスリムサイズなら一人分使い切りできるのに・・・

35 女性 乾麺が長い

57 女性 乾麺は備蓄用に最適ですが、賞味期限が意外に短くて困っています、もう少し長い期限の商品をつくってほしいです。

29 女性
私は猫舌で熱いものを食べる時は時間がかかります。ラーメン屋でラーメン食べるなら絶対硬麺(のびるから)。やっぱり麺がのびてしまうと美味しくなくなるので… 乾麺の麺がある程度の硬さから柔くならない、のびない(のびにくい)麺があると嬉しい
です。

53 女性 乾麺の袋がチャック式になってたら 使い残しの保存に便利。

47 男性 製造工程時に余った乾麺を集め、わけあり商品として販売して欲しいです。

54 女性 乾麺なかなか利用できないですね。もっとれしぴがあるとうれしい

35 女性 乾麺を茹でる時に鍋底にくっついてしまうこと

32 女性
「乾麺」についてですが、自分で持っている鍋にはあのままのサイズだとうまく収まらず、湯の浸透が場所によってばらばらなため均一に柔らかくなりません（一部はふにゃふにゃ、でも一部はバリ堅みたいな・・・）。なので、市販の乾麺に四方の切り
目みたいなものがあれば、周囲に割り散らかすことなく割れて、かつうまく鍋に収まるのになと思います．

45 女性 乾麺の袋が開けにくい。半分食べても、ノコリノ乾麺の保存がしにくい。

37 女性 乾麺。茹でている時に くっつくのが嫌です

33 女性 乾麺は茹でてから冷水で洗うのが面倒くさい…洗わなくていいならいつでも食べたいくらい好きです。

57 女性 乾麺の束をとるのが厄介

39 女性 乾麺を茹でて最後に入れる粉末スープが、入れる時に湯気で固まってしまって全部綺麗に出せないのが悩みです。

35 女性 乾麺は袋を開けて全部茹でると多いので残る時がありますが、衛生面や湿気なども気になるので個別包装だといいのにと思う時があります。 茹でている時に鍋底に麺がくっついてしまうので、くっつかない裏ワザがあるなら教えてほしいです。

27 女性 チャックなしの袋入り乾麺を衛生的に保存したいが、タッパーなどにいれると賞味期限やメーカーがわからなくなって不便だなぁと思っています。

56 女性 袋を開けてしまった乾麺の保存方法に悩む。

45 女性 乾麺は鍋に入れた時、半分は出てしまって柔らかくなるまでお湯に入らないので、二つ折りとかになってると良いと思います。特にうどん、パスタです。

49 女性 乾麺は保存方法が難しいです

58 男性 乾麺を茹でる時に湯で加減がマチマチなので誰でも簡単にベストな湯で加減に出来る乾麺があったらいいですね。

33 女性 食パンは、上手に四角いものも半分に手で割れたら、ナイフを準備して片付ける手間が省けるのにと思っています。  乾麺は、災害時にお湯じゃなくても出来るものがあればいいのにと思っています。

45 女性 乾麺の塩辛さがもっとなくなれば良いのにと思いました。

39 女性 乾麺をもっとおいしく茹でられたらいいなと思う

40 女性 乾麺…保存している間になぜか数本折れていて、鍋に入れる前に外にこぼれてしまう。

43 女性 粉々になった乾麺の活用法が知りたい

49 女性 乾麺の袋のサイズに余裕がないので、余った分を輪ゴムで留めたりがしにくい。

44 女性 乾麺のラーメンは、料理を作るのが面倒な休日の昼食などでよく食べます。ただ、具を用意するのが大変なので、大きめのフリーズドライにした野菜などの具が一緒に付いていると良いです。(別々に包装して)

46 女性 乾麺。ただ単に、茹でるのが面倒(特に夏の暑い時)なんて言ってるのは、ズボラな私だけでしょうか？

43 女性 使わずに残っている乾麺の利用方法はどんなのがありますか？料理に取り入れる方法を教えて下さい。
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32 女性 乾麺は塩分が多いような気がします。そこが気になる。

52 女性 乾麺・・・長くて鍋に入らないことが多いのがプチ不便です。フライパンでゆでるとちょうどいいけど、普通の片手鍋でゆでて（湯切をして）そのまま煮込みうどんやそばを同じ鍋で作りたいなあと思うことが多いです。

67 女性 乾麺が少し残った時の利用方法

46 女性
乾麺は３００グラムくらいで一袋ですが、３００使い切らない時、保存の仕方がわからなくて悩みます。袋の上を切ってしまっているのでぴっちり封もできないし、毎回毎回ジップロックを使うのもなんだかもったいないような気がして・・・みなさんはどん
な風に保存しているのか、またどんな保存方法が一番良いのかなど知りたいです。

39 女性 乾麺の袋。一度に使用せずに残った時の保存するときに袋を密封状態にするのが難しい。 パスタは、大量を購入するとプチッと止められるものがある時は嬉しいです。

62 女性 乾麺は美味しいけれど茹で時間が長くて不便と思う

46 女性 乾麺よく食べます。お蕎麦、そうめん、うどんなどなど。でも茹でる時によく吹きこぼれてしまいます。注意しててもうっかりしちゃうんですよね

44 女性 乾麺すきですが、ゆで時間が長いものはめんどくさいなーと思います。

26 女性 乾麺のうどんなど一度ぬめりをとるのにざるにあげなきゃいけないのが不便… ぬめりをうまく使う方法があれば知りたいです。

46 女性 乾麺の袋がとめにくい。

62 女性 乾麺の束閉じてるベルト？みたいのはがしにくい

58 女性
乾麺の包装が、ジッパーだといいなと思います。一人世帯も多いですし、家族がいても一人で食べる時もあるので、何回かに分けて調理しています。麺が残りますと口があいた包装ごと、ジッパー付の保存袋(ＺＩＰ)に入れて保存しています。現在、パ
スタはジッパー付の包装もありますね。

40 女性 鍋の〆用にスープの素がついてない、低価格の乾麺があると嬉しいです。

34 女性 乾麺。ゆで時間が少ないと助かります。

41 女性 乾麺かもう少し短ければ、お鍋にスムーズに入るのにと思います。

32 女性 乾麺（パスタ）の袋が，麺ギリギリの長さなので，麺が残った場合に袋を輪ゴムで縛るのに苦労します。 専用容器を購入すればよいのでしょうが，なるべく無駄な容器は持ちたくないので，保存の良い方法があれば知りたいです。

29 女性 乾麺をほぐれやすくしてほしい

46 女性 乾麺のマカロニ、サラダ用に作るとき、50gづつ小分けされてると凄い便利なんだけど・・。

56 男性 乾麺のうどん・そばなどですが、袋にジッパーがついていないものが多いです。 一人暮らしだと、１回１把ですので３束以上入っているものは、ジッパー付きにしてもらいたいです。

46 女性
乾麺について、１食、５食分が売っていますが、２食とか３食と選べるように売っているといいです。５食分は大人数の時に助かりますが、味を変えて食べたい時や足りないっていった時に５食を２袋買うと中途半端にあまったりする場合もあり、気に
なっていました。

44 女性 乾麺をゆでている時、目を離したすきに吹きこぼれるので、ほかの作業をしながらができず、手間がかかる。 何か、簡単に吹きこぼれ防止ができないのでしょうか？

38 女性 乾麺 手軽でおいしいのですが、生麺とはちがい、どうしてもコシがありません。乾麺？と驚かれるようなレシピがあったら知りたいです。

51 女性 乾麺は一部使った後の保管が難儀。袋が閉じられない、密封出来ないことが多いので。

31 女性 乾麺を茹でるときに鍋が小さくて茹でるのが大変です。大きい鍋は今の生活では必要がなく乾麺のためだけに用意できません。麺を折るのは嫌だし水を多く入れても限界があります。水がもったいない気もします。困っています。

33 女性 乾麺の袋をあけると、一度に全部食べきれないので、保存方法に困っています。  あと、ヨーグルトのフタをはがすと、ヨーグルトがついているので、置き場所に困ります。

40 女性 乾麺は二つ(又は四つ)に綺麗に割れるように切り込みなどが入っているといいと思います。スープ替わりに半分だけ食べたい時など便利かと思います。

55 女性
ニトリで売っているスパゲティを電子レンジで茹でるプラスチック調理器が便利でよく使うのですが　乾麺のにゅう麺や　蕎麦　うどんなどにも応用したいが　どのくらいの具合で使ったらいいかわからない。だれかうまく使っている人がいたら教えてほ
しい

55 女性 乾麺はレンジで戻せたらいいなと思っています。

36 女性 乾麺の袋、開けるときに横に割けて袋からでてしまうことがある

37 女性 乾麺　粉々に割れていることが。。

32 女性 乾麺はゆでるのに時間がかかるので、もう少し時間が短くなるとよい。

31 女性 乾麺は一度洗うのが面倒。

34 女性 乾麺の湯がく時間がながいので、短くなったら使いやすい。

68 女性 乾麺で温かいそば、うどんを作るとき、どうしても柔らかくなってしまい、利用を控えてしまっています。保存食として買い置きしても、期限ギリギリまで置いてしまい慌てて使う状態。 気軽に美味しく利用できたらと感じます。

38 女性 乾麺を茹でるときに吹き零れと鍋への張り付きがいや

33 女性 乾麺。全てにおいて、もっと短くていい

50 女性 乾麺は、ゆで時間が短いと有難いです

51 女性 乾麺をゆでた時にくっつかないといいのにと思います。

77 男性 乾麺については、割れこぼれが出る場合がありますので、それをなくす一工夫があれば、と思います。

50 女性 乾麺、もう少し短ければ

44 女性 乾麺のゆで時間をもっと短縮してほしい。

67 女性 「乾麺」についてはいつも一袋が沢山入っているので、一度に使いきれず余ってしまい困っていました。 小人数家族が増えているので、もう少し少なく入れた袋を売って貰えませんか？

40 女性 乾麺を茹でる時の吹きこぼれがいや

28 男性 乾麺がすぐに伸びる

41 女性 乾麺、おいしいけれど茹で時間が長いのが不満

34 女性 乾麺のゆで時間が長い！特にうどん。

30 女性 乾麺を鍋で茹でているときのふきこぼしをなんとかしたいです。

35 女性 乾麺の袋が中々綺麗に開けられず、麺が散らばってしまいます。切れ目が入っていたらなと思います。

60 女性 2分の1食分の乾麺(ラーメン)があるといいな！

58 女性 乾麺のゆで時間が長いのに閉口しています

29 女性
乾麺について、ラーメン系は棒ラーメンだと2食分、インスタントは1食分なのでいいのですが、うどん・そば系は、贈答用で頂くものを除いて、スーパーで売っている安価なものは一袋の量が多い。 麺類はお昼に食べるのが日常なのですが、子供も
夫もいない時間なので、束には分かれているけど、袋がジップタイプなら一人で食べる時にも便利です。 たいした悩みでもないのですが・・・

50 女性 乾麺が余ったとき、袋が閉じにくい。
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52 女性 茹で時間が短い乾麺、味も納得出来れば尚良し。

45 女性 乾麺。一度で全部使い切らない事が多いのですが袋を開けると保存（口の部分）が上手にいきません。ビニールをかぶせたりセロテープで止めたり。

60 女性 乾麺の開封が上手くいかないと麺が飛び出してきて折れると、、、ガッガリ。 中途半端に残ったときのためにジッパーがついていると便利。

34 女性
乾麺を茹でるのがめんどくさいです。お鍋もでんぷんでベトベトになるし。。。フライパンで作るときは半分におるのですがパスタも飛び散ってしまいます。半分に最初から折れていて少ないお湯でもサッと茹でられるパスタがあればいいなぁと思いま
す。

54 女性 乾麺は残った時に密閉が難しいのでジッパーみたいになってるとありがたいです。

49 女性 乾麺はあけないと中が割れているのがわからず麺がばらばら・・・。わかっていれば対応もかわるけど急ぎのときとか広がって大変なことになります

54 女性 茹で時間の短い「乾麺」があると嬉しいです。

42 女性 乾麺を茹でる時に、少し小さい鍋だと、綺麗にお鍋に入らない

32 女性 乾麺のスープの味の濃さを調節したいです。

40 女性 「乾麺」のゆで時間がより少なくなれば良いなと思います。

44 女性 お蕎麦やおうどん、おそうめんの乾麺は使い切れずに残った麺の保存方法がとても気になります。 口をクリップで挟んで常温で保存しているがダニとかが発生しないか心配。 口がジップ式になっていれば嬉しい。

45 女性 乾麺について 保存を考慮してジッパー付きパッケージだったらと思います。

45 女性 乾麺煮る時間が長すぎる

42 女性 乾麺の中に入っている調味料？が外についていて欲しい。麺を入れるときに、お湯の中に入ったりするので。

67 女性 乾麺で、素麺はすぐに茹りますが、うどんは時間が掛かって面倒です、もっと早く軟らかめに茹るうどんの乾麺が欲しい。

39 男性 乾麺が思い通りの硬さに安定して茹で上がらない

44 女性 乾麺のアレンジ料理を教えてください！

34 女性 しょっぱくない乾麺が欲しいです。普通の乾麺は塩気が強いので出来ませんが、別茹でせずに汁物に投入出来るうどんやそばがあれば時短になるのですが。

33 女性 乾麺 春雨最初から短めになっていれば

44 女性
１人ご飯の時に乾麺は利用しますが、それだけで野菜の栄養や食物繊維などが摂取できたら楽ですね。 特に夜はカロリーが気になるので、乾麺だけで食事を済ませられるのは楽ですが栄養不足が気になります。 かと言ってわざわざ野菜を切るの
も面倒で…

48 女性 乾麺はもうちょっと、柔らかくなればいいかと思います。

34 女性
棒状の乾麺って袋がギリギリサイズじゃないですか？蕎麦やそうめんもですが、袋がギリギリすぎて開けずらい。余ってもそのまま保存出来ない。美味しさを保つための理由があっての事だとは思いますが、うちは余ってしまう事が多いので、ジップ
ロックが必要になります。

30 女性 乾麺、レンチンで手軽にできればいいなと思います

54 女性 乾麺のゆで方により美味しさが変わるので、誰がゆでても一定の美味しさに出来上がる方法を知りたいのがプチ悩みです。

48 女性 乾麺はゆで時間の短いものが重宝します。

41 女性 そうめんや蕎麦の乾麺が使い切らなかった時の保存法が楽だったら…

27 男性 乾麺のふくろにチャックがついているといいと思う

29 女性 乾麺：２人前で入っている物は、半分残ると保存が面倒です。真空パックに入れますが、もっと手軽に保存したい。

35 女性 あと少し残った乾麺の保存方法を知りたい！

40 女性 乾麺、ゆでたてのまま美味しく冷凍保存できたらなと思う

34 女性 乾麺をゆでようと鍋に袋を開けて入れたら、乾燥材も一緒に入ってしまうこと。

51 女性 乾麺の袋がジプロック式だと湿気や虫が気にならないと思う。100均であの長さの袋はないですよね。

41 女性 乾麺の塩分が申し少し少なかったら、子どもにも安心して食べさせてあげるのに。。

52 男性 乾麺の説明書には必ず「たっぷりのお湯で」と書いてあるので、たっぷりのお湯で茹でると必ず吹きこぼれる。吹きこぼれ防止剤を塗っておいてくれたらイイのに。

26 女性 乾麺、塩を使っていないものがあれば離乳食にそのまま使えるのに

47 女性 乾麺の茹で時間短縮。

44 女性
乾麺もどんどん美味しなりますが、ラーメンなど半分位食べたいことがよくあります。シンプルな味のものはミニサイズ5個せっとなどみかけますが、担々麺やカレー味などのミニサイズ5個入りが欲しい。そして職場で食べれるように、マグカップにお
湯を注いで数分で食べれるようにしてほしい。

64 女性 乾麺を全部茹でないとき、封がそのままなのは不便です。ジッパーが付いているものも有りますが無いものが殆どです。

54 女性 乾麺が残った時の保存の仕方 難しいです。 ジッパーになって入れば湿気らないし虫もつかないのでそうしてほしいです。

27 女性 乾麺の保存は、瓶に移したり自身でジップロックを用意したりするのが少し面倒臭いと感じることがあります。

33 女性 そうめんなどの乾麺が木箱に入ってるが少人数だとなかなか食べ終わらなくて、早く食べ終わらなきゃと思う。小分けになっていれば…

30 女性 乾麺の紙止めを破るときにいつも乾麺が折れてしまいます。 なんとかなりませんかね？

39 女性 火を弱めなくても吹きこぼれない乾麺がほしい。

28 女性 湯で時間が短い乾麺、またはレンジで出来る乾麺

37 女性 乾麺で、カップは問題ないのですが、5食パック等の物は、買物持ち帰り中や保存中に面が割れて粉々になってしまう事が有り残念に感じます。是非とも厚紙等で覆ってくれたりしたら嬉しいです。

43 女性 乾麺は水から茹でれたら便利なのに…といつも思ってます。

29 女性 乾麺は、１人分の量が少ない

39 女性 乾麺を調理するときは必ずキャベツなどの野菜を炒めて加えているのですが、たまに面倒に思い、カップ麺並みにとは言いませんが、少しは乾燥の野菜が入っててくれたらなと思います。

35 女性 乾麺の袋がすべてジッパー付きになるといいのに、と思っています。

57 男性 乾麺（スパゲッティー、うどん、そば）を茹でるときに、鍋に麺を入れたときに、麺が鍋の端からはみ出してしまい、茹で加減にむらが生じる。（特にスパゲッティの場合） もう少し短めの麺があるといいのに。

39 女性 「乾麺」でうどんなどを作るとき、つゆと一緒に茹でることができれば助かります。

43 女性 一部あるが乾麺をレンジで食べられたら楽チン
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年齢 性別 「乾麺」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

49 女性 乾麺についてどの商品も麺へのこだわりはすごいですが、それ以外の具材に秀でた商品があまりないのが悲しいです。

66 女性 乾麺が一度で使い切れない時袋の口がジッパーだと良いのにと思います。

35 女性 乾麺のゆで時間がもう少し短ければよいのに・・・ 待つのがつらい

42 女性 乾麺、茹で時間をもっと短くしたい

32 女性 乾麺はよく使うのですが一度には食べきれないので、チャック袋付きの商品がもっと普及してほしい！

34 女性 乾麺。7割くらいの大きさのものが欲しい。ハーフでは少なく、1袋では多い。

52 女性 乾麺、けっこう塩分が強いときがある。これの見分け方ってあるの？

30 女性 乾麺を束ねている紙が上手くとれなくてばらまいてしまう時がある。

31 女性 乾麺もっと茹で時間短くしてほしい

48 女性 古くなった乾麺の活用方法があれば教えて下さい。

45 女性 うどんやパスタの乾麺、半分くらいの長さで販売して欲しいです。一人前だけの時とか 片手鍋で手軽に湯がきたいのに、半分に折らないと入らないのが不便！

41 女性 乾麺に具だくさんに、具が入っていたら、いいと思います

43 女性 乾麺ラーメンの粉末スープを入れるとき湿気で袋に付着して 粉末スープが上手くはいらないのが プチ不満です。

53 女性 乾麺は少し使って残っているとき長さがギリギリなのでうまく上が閉じれないので困って麺を半分におるはめになるのでどうにかして欲しい

56 女性 乾麺は個包装にしてほしいです。

61 女性 乾麺 麺がもっと早くほぐれたらいいのにと思います。

58 女性 乾麺は茹でる時間がもっと速いと良いのですが、特に夏は、ゆで方も、余熱でゆでるとかあるのかな？知りたいです?

47 女性 コンビニの乾麺パスタ価格が高いし種類がない。海外のでも良いので値段が低い方が嬉しい。

47 男性 乾麺の期限がわからない

66 女性 昼食によく乾麺を食べますが、時間がかかるのでもう少し早くゆでることができたらいいのにと思います。

31 女性 乾麺の袋が全てジップロックになってくれれば、湿気や衛生面など気にならなくていいのに。と思うことがある。

30 女性 乾麺（うどんやパスタ） 大きな鍋は重いし洗うのが大変なので使いたくない。片手鍋でも茹でられるくらいの長さにしてほしい。鍋のふちで焦げてしまう。

32 女性 乾麺のラーメンで、二食入りばかりで、三食入とかあると嬉しいのに、不便。

45 女性 乾麺を袋から出す時に、酸化防止剤が一緒に出てきて鍋に入ってしまう事がたまにあるので、袋の中に粘着剤で止まっていれば良いのにと思います。

32 女性 乾麺。。。うどんは、水が少ないと、塩っぽい味がすごいする。

51 女性 一度に使い切れなくても途中で保存しやすいパッケージの乾麺が欲しい

33 女性 乾麺、ちょっと欲しいとき用に四分割できたらいいのにと思うときがあります(笑)

47 女性 乾麺の袋もパスタの袋のように、ジップロックが付いていたらいいとおもいます

60 男性 乾麺にもっとネギが多く入っていたらいいと思います。

72 女性 乾麺（うどん・ソーメン）はよく食べますが　湯がくことがちょっと　難しいです。

37 女性 乾麺の太さが大きかったら美味しくなりそう

29 女性 乾麺（特にカップラーメン）の容器ですが、食べた後、捨てる時にかさばるので、折りたためたりできたらなぁといつも思います。

34 女性 乾麺の袋が開けにくい。

37 女性 乾麺の袋を開けると、食べきらない時に口を閉じにくい。蕎麦やうどんも袋の上の方に食パンの袋のような縛れる余裕があると良いです

49 女性 乾麺は、柔らかくなるまでに時間がかかる。生麺だと日持ちがしない。 すぐに食べられる乾麺がほしい

64 女性 少量の湯で乾麺の茹でこぼしが無く美味しくゆで上がる商品が欲しい。

42 男性 乾麺はゆで時間が長すぎ。もっと短い時間でできたら

57 女性 乾麺をもっと簡単戻せる方法

40 女性 乾麺を取り出すときに細かく砕けた麺が飛び出て汚れてしまう。。。砕けない麺になってると嬉しいです。

54 男性 乾麺はもうちょっとほぐれやすかったらいいのにと思います。

30 女性 乾麺をほぐすときぼろぼろになる。

30 女性 乾麺 ビニールいっぱいの背丈で麺が入っていますが、1つ使ったときの保存が難しい！ゴムで閉めてもすきまが、、、

34 女性 乾麺。 あるのかもしれませんが…チャック付きの袋にしてほしい。それも低価格帯でも。ジップロックの袋に入れて保存してるけど、無駄にほぼ正方形なので見た目も良くないんです。

55 男性 乾麺　乾燥ネギがぶつ切りだったらいいですね

42 女性 乾麺を使い切らない時、パッケージを破るとサイズがギリギリなので封ができなくて困ります。

34 女性 乾麺の食べ方はワンパターンになりがちなので、アレンジレシピなど、知りたい！

39 女性 乾麺、綺麗に粉を出し切りたいです。

51 女性 乾麺に付いているスープなどが開けにくい上に、こぼれたり、液ダレしたりして、 好みの味付けにしにくい。

57 女性 乾麺のお買い得品は大容量で一度には使い切れません。乾麺はうっかりすると虫に食われやすいので、大容量の商品は個装包装をして販売してくれると無駄にならずにありがたいです。

39 女性 乾麺:スパゲティで100gずつ束になっていますが、うどんやそばも一人前ずつ束ねてほしい。
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