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年齢 性別 「マスク」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

37 女性 何度も使えるマスクがあれば嬉しいです。

49 女性 ディスポのマスク自体の匂いが、嫌いなものがある。

45 女性 マスクの耳にかけるゴムが時間が経つにつれて痛くなる

39 女性 マスクをしたときの息苦しさを解消したいです。どんなに息苦しくないものを買ってもやはりしんどい。特に坂を上っているの時など。解消できる方法があったら知りたいです。

29 女性 マスクが密着するようになったはいいけど、跡がつく

60 女性 マスクの内側にいい香りがついていたら

36 女性 マスク: 眼鏡をかけてマスクを使用すると曇ってしまう。

47 女性 マスクは顔に跡がついて、年齢的に消えないのが困ります。

34 女性
マスクを長時間付けていると、耳が痛くなります。耳にあたる部分がやわらかくならないかな？と毎回思います。一度、頭から通して後頭部にゴムがくるタイプのマスクを試したことがありますが、格好が悪く今ひとつでした。ゴムの部分を髪の
毛に合わせて黒くすれば、少し格好が良くなるかな？(ゴムが目立たなくなる)と思います。

38 女性 今は使い捨てのマスクが多種多様で出ていますが、ちゃんとした付け方をしていないと意味がないということも聞いています。きちんとつけていさえすれば、高いもの、安いものでの差の効果はあまりないのでしょうか？

58 女性 マスク、微妙にサイズが合わないと耳が痛くなったり、きちんと隙間なく合わせられなかったり、難しいです

47 女性 マスクは、かわいいデザインにして欲しい。キャラクターとか花柄など。

44 女性 マスクのヒモが耳に長時間かけていると、痛い。

49 男性 洗濯して何度でも同じ風合いで使用できるマスクがあれば良いと思います。

58 女性 マスクは耳にかけるひもが、もっと太く肌にやさしいといい。

34 女性 マスクをする季節になるのですが眼鏡が曇るのが悩みです　くもらない良い方法はないかなあと思います

36 女性 マスクの臭いがどうしても気になります。

31 女性 メガネ用のマスクがもっと種類が増えればいいなと思います。

60 女性 マスクが臭います。臭わないマスクが欲しい

39 女性 マスクで化粧がとれるのがいやです

32 女性 マスクにグロスがついてしまうのが嫌です。

50 女性 マスク。どんな物を使っても、眼鏡が曇る。本当に息で眼鏡が曇らないマスク作って下さい！！！

56 女性 「マスク」は個別包装で数枚単位で販売。が標準になって欲しいです。 予備を持ち歩くのに重宝します。

71 女性 洗濯機で洗濯物と一緒に洗って何回か使える使い捨てマスクがあれば良いと思いました。

31 女性 マスクの紐で耳が痛くなる

41 女性 マスクのサイズ選びがよくわからない。箱買いしていまいち顔にフィットしないで困ったことがある。

51 女性 マスクをすると視界が狭くなって見づらい。

58 女性 医療関係なので、仕事中にマスクをしていますが、マスクをするとすごく暑くて、汗だくになります。熱くならないマスクはないでしょうか？

38 女性 冬になると60枚くらい入ったお徳用のマスクを購入します。 毎回装着時に「どっちが上？どっちが表？裏？」と悩みます。

49 女性 もっとおしゃれな、「マスク」があったら・・・

42 女性 マスクの表と裏がわかりにくいものがあることや、メガネを掛けるとメガネが曇ること

50 女性 マスクは冬に必需品ですが、ニオイが気になることがある

32 女性 布マスクをもっと可愛いデザインのがあったらいいな。

48 女性 マスクをすると耳が痛くなるのが嫌です。何とかならないでしょうか。

38 女性 マスクは一日中同じマスクで大丈夫なのか知りたいです！

35 女性 マスクのゴムが調整できたり、横が浮くのでワイヤーがほしいです

44 女性 もっと使用中の違和感のないマスクが発売されてほしい

66 男性 マスクがうまく顔にフィットしない

42 女性 マスクのゴムが痛くないと良いと思います

51 女性
使い捨てマスクをして寒いところから急に暖房の効いた場所に行くと、眼鏡がくもってしまいます。それだけでなく自分の吐く息でも眼鏡がくもります。そうならないようにマスク上部（頬にあたる部分）が密着するような作りを工夫できないかなと
思っています。

44 女性 マスクをすると、蒸気で濡れるのが、とても嫌です。

56 女性 マスクの耳の所が痛くならなければいいと思っています。



年齢 性別 「マスク」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 大容量パックのマスクの始めが取りづらくて、2,3枚一緒に出てきて衛生的じゃない

47 女性 マスクは子供用　大人用があるが大人用のもう少し小さいサイズがあると中高生にはちょうど良いみたいなのでほしいな

55 男性 マスク　片手で掛けやすくなるといい

40 女性 マスクのサイズが夫、私、子供と３種類になってしまい、面倒

37 女性 マスクが口に貼り付いて息がしにくい。

52 女性 ガーゼタイプのマスクをして就寝しているのですが、どうしても新しいものは息苦しさを感じます。眠るとき専用の呼吸がしやすいマスクが欲しいです。

32 女性 マスクはメガネをかけていると耳が痛くなってしまうので、その対策ができている商品があればなぁと思います。

25 女性 マスクを一日中つけていると、耳が痛くなってきてしまう。

46 女性 箱入りのマスク・・なぜか、におうのは私だけでしょうか。

55 女性 マスク。家族用として、小さいサイズと普通サイズのミックスがあるといい。

65 女性 マスクをよく利用しますが、サイズがピッタリするものがなかなか有りません。徳用品で販売しているのはフリーサイズで大きすぎるので女性用のサイズを増やしてほしいと思います。

27 女性 マスクが蒸れなければ嬉しいです。蒸れによって肌が荒れます。

49 女性 あんまり外が寒いとマスクの中が自分の息で濡れてくるのが気持ち悪い、何とかなればいいと思う

43 女性 花粉やインフルエンザが流行っている時期に子供にマスクをさせたいが、暑いとか息苦しいとかでつけてくれない。 菌はブロックしてもさらに通気性の良いものを開発してもらえるとうれしいです。

46 女性 どうしても、マスクは蒸れてしまって・・あとは、ゴムで耳裏がかゆくなる。 自分のジャストサイズがない。

51 女性 マスクはよく使うのですが、裏表がわからないので、 （裏表があるのかも、わかりませんが） 何らかの表示とかマークがあるといいと思います

54 女性 寝る時にマスクをすると、朝、顔にゴムの跡がついているのが困ります。

51 女性 マスク：メガネが曇るのが困る。

41 女性 マスクをすると　必ず耳が痛くなります。大きいサイズを使ってもダメですね。

49 女性 マスクは眼鏡族にとってはなかなかの難問。使わないと困るし、使うと眼鏡が曇っちゃうし。何とか曇らずに快適に使う方法がないものかと思います。

47 女性 マスクを掛けるとどうしても眼鏡が曇りがちになるのが気になります。自分では鼻にしっかりフィットさせているつもりでもやはり隙間があるのですね。なんとか眼鏡が曇らないマスクがあると助かります。

47 女性 マスクをちょっと使って外したりして、またそのマスクを使用する際の衛生面が不安です。

37 女性 マスク、つけていたらむれるし、耳がいたくなる。

48 女性 マスクに夏用と冬用が有ったら便利なのに

61 男性 使い捨てマスクの耳ひもが調節出来るといいと思うのですが。

39 女性 中がムレないマスクがほしいです！

28 女性 マスクの携帯にマスクケースを使用するが、衛生的ではないので使い捨てのマスクケースを市販のマスクに付属してくれたら便利なのにと思っています。

41 女性 マスクはすぐ耳が痛くなったりするのが苦痛です

30 女性 耳が痛くならないマスクと書いてあっても、やっぱり痛くなります。どうにかならないのかな、と思います。

36 女性 マスクが、メガネが曇らないように開発してほしい

40 女性 マスクはこれからの季節はほぼ毎日使うことになりますが、どうしても耳の後ろが痛くなります。 眼鏡とマスクと一緒に装着すると眼鏡が曇って仕方ないです。何かいい方法ないですか。

55 女性 マスクをしたら化粧品がマスクについて、外した時に汚らしいので困る。

60 女性 マスクのひもが痛いです。主人は特に顔が大きいので、ゴムのカバーなどを買ってつけてあげたりしますが、すぐに外れて面倒らしい。紐が比較的太くて柔らかい白元の物を使っています。大きい顔の人用がほしいですね

47 女性 マスクに消臭機能がついていると良い。使っていると臭くなるし、外部の匂いも防止してくれるのではないかと期待する。

41 女性 マスク  もっと苦しくなければ

47 女性 マスクに口紅がつくのが嫌。

53 女性 マスクを長時間つけていると、頬に跡がつき、耳が痛くなったり、メガネが曇ったりするので、フィット感や気密性は残しながら、素材の良い物があると良い。

41 女性 マスクはサイズが試着？できるといいのにな～と思います。

52 女性 リーズナブルで耳が痛くならないマスクがもっと出ないかな～

63 男性 うまくフィットするマスクが欲しい

49 女性
主人が５０枚入りのほどのマスクをつかっています。 いちいち箱の蓋を閉めるのが面倒くさいのか　蓋は開けっ放しです。 衛生用品なのに衛生的でないような・・・ ティッシュのように口が小さくて　でも1枚ずつ取り出せるようなマスクがあったら
嬉しいです。

62 女性 マスクについて、鼻が低いのかいつも上に上がり、目にかかります。

50 女性 ひもで耳が痛くなるマスクがある。何とかしてほしい。
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55 女性 マスクのお得大量商品も、清潔のために個包装だったらいいのに。

63 女性 マスクのを使用する時に耳にゴムをかけますが長時間になると耳が痛くなってきます。 苦痛を感じないように改善できないでしょうか。

55 女性 衛生や本来の意味からは理解するけれど、マスクを使い捨てにするのは、もったいなくて、、、

41 女性 マスクをしていると息をしづらいので着けている感じがしないマスクがあればいいのになと思います。

43 女性 「マスク」は大抵子供用、大人用、女性用と分かれていて、女性なのに大人用のマスクを使用している私はレジで恥ずかしい思いをすることもあるので、S,M,Lにしてくれたら助かるなーとか思う時もあります。

70 女性 眼鏡をかけてマスクをすると、眼鏡が曇ります。マスクを改良して眼鏡が曇らなくなるといいのですが。

67 男性 マスク：メガネが曇ってしまって困る。曇らなければいいのだが

63 女性 マスクの鼻に当たる部分の取り換えが簡単にできないか

52 男性 息がしやすいマスクほしい

36 女性
妊娠中なのでマスクをすることが多いのですが、ほぼ毎日使用するため、価格の安いものを選んでいます。やはり、耳にかけているゴムの部分が痛い‥。 あとは、どうしてもチークが取れてしまうところが気になります。せっかく化粧したのに
‥。

45 女性 マスクに口紅や化粧がついてしまって、汚くなるのがいやです。化粧もそこだけとれてしまうので、どうしたものかと。化粧がとれない、汚れがつきにくいマスクがあるといいですね。

62 女性 マスク 息でメガネがすぐに曇ってしまうので、曇らなければいいのですが。

56 女性 マスクやはり耳が痛くなります。もっと肌にやさしいものになればいいと思います。

47 女性 マスクの紐で顔に跡がつく。 眼鏡がどうしても曇る。曇らないをうたってる商品でも曇るし、あのスポンジは目立つ。

42 女性 マスクは、とにかく息苦しい！他人がしていると表情がわからないから感じ悪い。

31 女性 マスクは、ずっとつけていると耳のところが痛くなる物が多いように感じます。

50 女性 マスクを長時間つけていると、においが気になる。消臭機能があればいいですね。

33 女性 マスクの匂いが独特なので匂いが全くないものがあればいい。

34 女性 マスクを長時間付けていると肌が荒れます。肌に優しいものは多く出ているとは思いますがなかなか改善されないので、今後の新製品に期待したいです。

40 女性 「マスク」 メガネをしており、仕事では髪の毛を覆う帽子をかぶります。さらにマスクとなると耳の上が三重となり、仕事の途中から痛くて… メガネも必ず曇ります。(メガネがくもりにくいマスクでもです) なんとか解消できませんか？

43 女性 マスクの大きさがちょど良いものがなく、大きいものだと隙間が開くし、小さいものだと耳や頭が痛くなってしまう。ゴムの長さが調整できるものがあるといい。

28 女性 マスクをすると顔が保湿されるのはよいが、マスカラとアイライナーがにじんで目の下が黒くなりやすいのマスクは極力したくないです。。

39 男性 マスクをするとメガネが曇る

54 女性 マスクは耳が痛くならないのがいい

40 女性 マスクは呼吸がしにくく蒸れが気になります。 通気性のいいマスクがあればと思います。

41 女性 マスクをすると肌が乾燥するのが嫌。

69 女性 マスクの鼻の部分の　折り曲げがうまく　いかないことが多い。

37 女性 マスクは、めがねがくもる。ファンデがとれる。

33 女性 マスクの裏表がわからない！ちゃんと明記してほしい

25 女性 マスクの耳にかける紐がずっとかけてても痛くならないように、柔らかい素材にしてくれたらな...

39 女性 いい匂いのするマスクが欲しい

45 女性 冬はマスクをすごく使用しますが、メガネの曇らないものなど機能がついたモノは高くて困ります。高機能で低価格なマスクを希望します！

46 女性 マスクに香りが付いているといいかな

42 女性 マスクは鼻汗をかくので、鼻の部分が厚いといいな、と思います。

46 女性 めがね用のマスクをしていても、自分の吐く息でめがねがくもってしまいます。絶対に曇らないマスクができればいいのにと切に思います。

36 女性 マスクは、長時間かけているとすぐに耳が痛くなって困る。耳の部分だけ、少し太めのひもにするとか、柔らかい素材のひもにするとかしてもらったらありがたいかも。

80歳以上 男性 使い捨てマスクを長時間使用していると、暑く蒸れる感じと、マスクが臭くなるのが気になります。新しい物と早めに交換して使用していますが、何か良い方法はないでしょうか？

47 女性 マスクについてですが、使用する機会が多く大容量の物を購入するのですが、そういった商品だと耳に掛けるところがゴムの商品が多く夕方になると耳が痛くて…もう少し改善出来ないのでしょうか？

38 女性 マスクはどうしても息苦しさを感じるので使いません。どうにかならないでしょうか。

51 女性 息苦しくないマスクとなかなか出会えません。

50 女性 いつも使い捨てマスクを使ってるのですが、 洗えるというか、何度も使えるマスクがほしいです

41 男性 マスクの耳かけのゴムで耳が痛くなり、最終的には頭痛を生じる。

44 女性 マスクの持ち歩き。個包装になっていると便利。
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48 女性 マスクの色が白ばっかりというのは、何だか面白くないですね。派手でなくていいので、ブルーやピンク、黄緑色なんかがあれば面白いです。

52 女性 マスクのゴム、耳が痛くならない方法

42 女性 マスクをしても眼鏡が曇らなければ嬉しい

48 女性 マスクの替え時

27 女性 大容量のマスクを購入します。替え用に持ち運ぶ時の可愛い薄めのケースが欲しいです。

55 女性 マスクをするとメガネが曇る。

40 女性 マスクの色が白ばかりなのでもっといろいろな色を作ってほしい。色分けで使えばだれのマスクかすぐわかるので。

29 女性 マスクをするとムレるのが嫌だな。あと、ニオイがなんとも言えなくて。いいにおいがかげるとマスクをつけるのも苦にならないかな。

50 女性 マスク：表と裏の違いがある？あるならどちら向きにつければ良いかわかりやすくしていただけると嬉しいです。マスクを少しだけ外して、また着けるとき、上手（衛生的）な保管があれば。

64 女性 マスク・・・・マスクをつけてお喋りしていると私の鼻が低いせいか、マスクが鼻の下までずり落ちてきてマスクの役目を果たしてなく不便この上ないのですが、ずり落ちないマスクってないのでしょうか？

26 女性 マスクの大きさにもっと種類があったらいいのに・・・顔の大きさに合わない。

33 女性 マスク、外して鞄にいれても衛生的なアイテムがあるといいのに。

58 女性 マスクに口紅がついてしまうのは仕方がないのかなあ

46 女性 マスク耳にかけるのじゃなくて、サロンパスみたいに口に張り付けるってのはどうなのかな

52 女性 肌に優しいマスクを開発してほしいです

39 女性 マスクに表裏のどちらかすぐ分かるように小さな印をつけてほしい。

41 女性 「マスク」 インフルエンザや花粉シーズンでは1.2か月使い続けるマスクなので、できるだけコストを抑えたい。でも快適さを求めると値段が高くなる。安いのに快適なマスクはないものか。

52 女性 肌に優しいマスクがあったら嬉しいです

44 女性 食事の時など外したマスクをどうするか悩みます。どうすれば良いですか？

44 女性 風邪や鼻炎の際にマスクをしたいのですが、マスクをしていると鼻が垂れてきても拭けない。マスクの中で密かに鼻たれ小僧になっています。なんとかしたい。

42 女性 マスクの匂いつきがどんなのか試しに買ってみたけど、あまり好きな匂いではなかったので、鼻に直接ふれてよく匂ってしまうので手放しました。

35 女性 マスクの耳にかけるゴムが、長時間たつといたくなる。 マスク上下がわかりにくい

29 女性 マスク！ 化粧が落ちるのが嫌です

43 女性 冬は鼻の寒さ対策と乾燥対策で、寝るときにマスクをします。 でも息苦しくなるので、鼻の穴の部分だけ切れ目が入ったマスクがあるといいです。 更に目まで覆えるくらいの大きさがあればアイマスク代わりにもなっていいと思います。

46 女性 マスクは表裏がよく分かりません。 一目で分かる方法があったら是非知りたいです。

45 女性 ボックスに50枚とか入っているマスクを数枚持ち出すとサイズがわかりにくい。両方あるとわかるが、大人がするのにキッズ用で困ること、または逆があった。

33 女性 マスクすると眼鏡が曇ります。イヤー

58 女性 マスクは面倒

35 女性 マスクの長時間使用は耳ひもがどうしても痛くなってしまうので、絶対に痛くならないマスクがあれば良いのにと思います。

47 女性 マスクは女性用だと耳が痛くなり、男性用だと大きすぎるので、自分サイズのゴムの長さにできるものがあるといいと思ってます。コストがかかりそうですけど。

34 女性 マスクもう少し息苦しさがなければ。

32 女性
花粉症なのでマスクをよく使います。マスクの大きさがもっと細かくあれば嬉しいな～と私は思いました。 普通サイズだとメーカーにもよるとは思うのですが大きすぎて顔半分がマスクになり小さいサイズだとゴムが短いのか耳が痛くなったりで
コレだと思うマスクにまだ出会った事がありません。

32 女性
マスクは可愛い柄は高過ぎて現実的でないけど本当は欲しい。メイクが取れずらいのも便利。個包装されているものは持ち歩きに便利。登山や旅行などにも。眼鏡の曇り予防のは嵩張るのが嫌で買わないけど本当は曇らない方がいい。マス
クをしてる方が可愛い位のが出るといい。

52 女性 マスクは風邪のウイルス除去できるくらいの効力のあるタイプで、スーパーなどでも買える価格帯のものがもっとあればうれしいです。

55 女性
これからの季節に欠かせないマスクですが、ゴムだと顔に線が残ってしまうのが気になります。衛生上、基本的には１度で使い捨てなのでしょうが、それもモッタイナイ気がします。ちょっとオシャレで低価格で機能的には充分なマスクがあると
いいなぁと思います。

31 女性 マスクの耳が痛くなくなったらいいな、、、

47 女性 マスクは、使い捨てであることがもちろん良いのですが、化粧が取れるのが難です…。化粧の取れないタイプのものは、使い捨てにしてはかなり高価だし…。安価なもので、機能性にも優れたものが開発されて欲しいです。

56 女性 箱入りマスク　使い始めの枚数が多いときはゴムがからんで出しにくい。

44 女性
花粉の季節、マスクをしてサングラスをするとどうしてもサングラスが曇ってしまいます。私は鼻が高いので、ワイヤーでメガネの方に空気がいかないように抑えても、どうしても空気が抜けてメガネが曇ります。空気が抜けないようにマスクを抑
えるクリップみたいなものがないかなーっと思っています。

58 女性 少し高くても　一日マスクをしていて耳が痛くならない商品が好きです。

35 女性 マスクのゴムが長いので、もう少し短めなゴムの長さの商品が欲しいです。

46 女性 これからよく使うマスクですがもう少し通気性がよくなるといいなと使う度に思います。

50 女性 マスクのサイズが合いにくくて困っています。私は大きすぎて、主人は合うのが無くて・・・きつきつです。
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23 女性 マスクの紐の形状が、袋に書いてあるものと違うことがあり不便です。

49 女性 マスクはどれ位の頻度で取り換えればいいのかいつも悩みます。一日一枚で良いのか、汚れなど気にならなくても何回も換える方が良いのか...。

40 女性 マスク、紐部分の左右差が気になる。 鼻の部分を折っても隙間が出来る。隙間がマシな立体マスクは密着はするが、耳が痛い。

32 女性 マスクって裏表があると思うけれど、どっちだかよくわからない。

52 女性 マスクでかぶれやすく困っています。

37 女性 マスクの耳のゴム痛くならないように調節できたらいいかなぁ‥

51 男性 メガネの曇らないマスクがほしい

46 女性 マスク、平ゴムの製品が少ないです。安価で平ゴムで優しいピンク色が欲しいです。顔が明るく見えます。

40 女性 2.3歳の子供でも嫌がらずにマスクをしてくれる工夫があったら・・・といつもこの時期になると思います

58 女性 使い捨てマスク、すぐベタベタになってしまうのが不満です。

36 女性 マスクは箱で購入することが多いです。 箱を開けると、開けっ放しになり埃がきになる→ビニールでしまう→開けるのが面倒。 蓋ができるといいなぁと思います。 ウェットティッシユのように・・

53 女性 ギャザーのついた、布製のマスクに色付きがあると嬉しい。 毎日、家族3人の洗濯をすると、誰のものか、区別が難しいから。

51 女性 洗えるマスク

65 女性 マスクの端があいてしまう。密着したものだと呼吸が苦しくなる。

51 女性 マスクが取り出しにくい

33 女性 マスクをするのが肌に良いのかどうか。保湿できるメリットもあるけれど、雑菌が繁殖するとも聞いたことがあります…。

50 女性 マスクは曇るのが困ります。使い捨てももったいない。どうにかならないかと思う。

44 女性 息苦しくないマスクがあれば…

49 女性 マスクの大箱はお得なのですが取り出しにくいのが難点です。

68 女性 使い捨てマスクについて。1日2～3時間しか使っていないのに捨てるのは、もったいないような気がして、もう1日使えたらと思います。

40 女性 マスクの種類が多すぎて、どれを選んでいいのかわからないので、お試し用に2.3枚セットなどがあると嬉しいです。

37 女性 マスクは100枚入りなど大量に入ってるものを購入するが、まとめて入っているので、残りが空気にふれて汚く感じるので、ビニールの蓋がついていて、入り口がゴムみたいに、のびるといいと思う

37 女性
この時期マスクが必需品ですが、子供用のマスクは大きさが微妙で大き過ぎたり、小さ過ぎたりでなかなかフィットしません。結果マスクをすぐ外してしまって無意味になってしまう。今、大人用でゴムの部分がテープになっているものがあります
が、子供用の物もあったら嬉しいと思います。

33 女性 食事などで一時的にマスクを外す際、衛生的に保管する方法はないか永遠のテーマです。 モノトーンとかもっとシックな見た目の消臭スプレーがほしい。

45 女性 30分未満のお出かけにマスク使用。新しいものに変えるタイミングは？その都度では、もったいなくて…。

64 女性 マスクをして眠ると風邪をひかないというのは本当でしょうか？

31 女性 マスク：寒い外から室内に入ったり、メガネをかけていると曇って困る。　拭いてもまた曇る。

73 女性 マスクの耳に掛ける部分がもっと細くなったらよいです

36 女性
何個か入りのマスク。ひとつ使ったあとのその他の保存が不便！入っているビニールの袋にだと、持ち運んでいるうちにぐしゃぐしゃになってしまったり、なんとなく不衛生な気がしてしまいます。ウェットティッシュのようにベリっとするタイプだと
か、ナプキンのように個包装になっているタイプだとか、大げさにして高くなってしまうのは嫌だけれど、もう少しキレイに保管できるようになれびありがたいです。

75 男性 「マスク」かけたら「メガネ」が曇る。もっと曇らない物がないでしょうか？

63 男性 マスクについてですが、ひもの部分が耳にあたり痛い鼻口をしっかりガードできず マスクの恩恵を５０％くらいしかない気がします。

41 女性 マスクのヒモが耳に掛って痛くて付けづらく思います。鼻水でぐっしょり濡れるのも困ります。

39 女性 これからの季節、マスクが必需品になってきます。耳にする紐や、ゴムがピタッとフイットする「マスク」が見当たりません。少し不便を感じています。

52 女性 マスクのサイズ選び、なにを基準にしたらいいの？　鼻の上部分ワイヤーが痛いことがあります。

60 女性 眼鏡をかけてのマスクが、何を使っても不便を感じ出来ません。塗り薬と飲み薬で花粉と戦っていますが、もう少し快適にマスクが着けられると良いのですが？

48 女性 よくあるペーパーマスクは便利でよいのですが、顔にフィットせず隙間ができてしまうことと肌触りが悪いように思います。ガーゼのような柔らかい肌触りや暖かさにはできないのでしょうか。

51 女性 マスクは紐の跡がつくのが悩み。かと言って、跡のつかない不燃紙のようなマスクだと耳にかける部分の幅か広くて痛くなったり、余裕があるものは外れ易かったりと、なかなか絶対にこれっ！というものに出会えないのが悩みです。

63 男性 マスク：花粉の季節は、２４時間使用しますので、耳が痛くなります。

46 女性 マスクは・・・立体系は形がきらい。でも、平面のは自由に形が作れて好きだけど口紅がついてしまう。悩みものです。

31 女性 マスクをつけると肌があれたり、後がついたりします。仕事場が調理場で毎日のことなので辛いです。

45 女性 マスクはメガネが曇るので曇らないサイズがあるといいなと思います

57 女性 マスク！！！ 息苦しさを解消してほしい。 機能性も備えた画期的なマスクをつくってほしい。

44 女性 マスクですが、長い時間毎日していると耳の後ろが痛くなる。マスクの跡もついてしまうし、蒸して化粧が崩れる。これらが解決してほしい。
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38 女性 マスク・・・つけて、そして外した時の置き場所。 装着面の行方が、自分のも人のも気になります。 ５層式とかで使用した面をはがせたらうれしいです。

38 女性
これからの季節はマスクがかかせませんが、箱に50枚いりだったり、1枚づつ小包装だったり、箱入りだとほこりが入りそうだし、1枚包装はごみやかさばる、、、 出かけたりすると何枚かつかうので、ジップロックみたいなのに3枚か5枚づつとか
はいってると持ち出しやすい。

59 女性 マスクの大箱には、携帯用の袋（ケース）が付いているといいのですが、付いているのは少ない。

41 女性 マスクは袋入りだとヒモ同士がからまって取り出しにくい。

35 女性 マスクによる化粧落ち

32 女性 箱マスクが耳にかける部分のゴムがからんで1枚づつ取り出しにくい。1度空けてしまうと、使い切るまでに時間が掛かるがその間はどう保管するのがよいのかが分からない。

63 女性 夏でも暑くないマスクが欲しい。

44 女性 マスクをこの時期によく使用するのですが、内側がファンデーションで汚れてしまうのが抵抗があります。改善策はありますか？？

35 女性 医療職に就いています。マスクはヒモがキツかったり、マスクが顔にピッタリフィットしなかったり...なかなか合うものに出会えません。

62 女性 マスクの季節になりますが　つけていると息苦しいのがつらく　お化粧が取れてしまうのも困ります。

48 女性 マスクは鼻のてっぺんにあとがつくのが嫌いです。

41 女性 不織布マスクに、UVカット効果もされていると良いのに・・・とずっと思っています。

48 女性 マスク　耳が痛くならなくて口紅がつかなかったらいいのに

37 女性 マスク 大人用だと大きく、女性子供用だとやや小さく顔のサイズに合いません。大中小という感じでサイズ展開がもっとあると助かります。

39 女性 マスクは耳が痛くなったり、眼鏡が曇ったりするので、改善して欲しいです。 後、用途別にして欲しいです。風邪用、PM2.5対策用、化粧したくない方用、など

54 女性 冬から花粉症の終わる頃までマスクを使用しますが、耳が痛くなったりお化粧がとれ焦る事が多々あります。それらの事が防げるマスクがあったら嬉しいです。

42 女性 マスク。。メガネ使用なので曇ってしまい困ります。

49 女性 マスクのゴムの後が顔についてしまうことが不便で、大き目の緩いマスクを使うことになるので、顔にフィットしてしかもゴム部分がきつくなく顔に跡がのこらない工夫があればいいのに・・・と思います。

27 女性 長く使っているとマスクはちょっと息苦しくなります。

70 女性 息苦しくないサイズ調整できるマスクだったらと思います。

34 女性 マスク自体に消臭機能がついているやつとかないかな・・・こもったにおいがイヤなときがあります

59 女性 使い捨てマスクの匂いが気になります。爽やかな香り付があると良いですね。

32 女性 マスクは冬場は１日に何枚も交換します。60枚入り以上の使い捨てマスクであっても、アロマの香り付きのマスクが増えてほしいです。

71 男性 マスクのひもで、顔にすじのあとがつくのがこまる。

53 女性 マスクを持ち歩くと個別包装以外だとぐしゃぐしゃになるので困ります。個別包装はたかいし、、、

69 女性 マスクは紙製では効果がないのでは？？

32 女性 マスクをすると耳がゴムで痛くなるのが嫌です。

40 女性 マスクと眼鏡を同時に使うとメガネが曇るのが悩みです。マスクと眼鏡を同時に買い的に使えるような方法やマスクの選び方を知りたいです。

40 女性 マスクをつけていると耳が痛くなってきます。ひもの部分を改良していただきたいです。

39 女性 マスクをつけると息苦しく感じる。改善する方法は？

31 女性 マスクのサイズ、つけてみて大きすぎる…ということが。。

51 女性 マスクはちょっと苦手です。肌に密着感があり化粧もすこし取れてしまうとか、口と鼻だけ覆えるようなもう少しつけている感覚無の効果があるような商品があるとうれしいです。

41 女性 「マスク」の大きさは小さい方が使いやすいけれど、ゴムのあとがのこるのがいやで。両方のバランスが丁度良いと感じる物がないんですよねぇ。かと言ってよく使うので高価なのも困るし。

46 女性 マスクの選び方。正確な着け方を知りたいです。

49 女性 「マスク」について、大人ですが、子供サイズに近いのでなかなか会う形状のものがないこと、また紙だと割高なので綿にしても洗うのは咳などした後と思うと躊躇してしまう事でしょうか。

67 男性 マスクは使い捨てで勿体ない気がするので何とか再利用する方法が無いのでしょうか？一度したのを2度使う気になれないので消毒等何らかの方法があると思うのですが。

51 女性 マスク、もっと快適になればよいなと思います。

39 女性 オフィスでマスクを使うときは「化粧が落ちてしまう」「メガネがくもってしまう」ことが悩みです。 特にメガネがくもると仕事にならないので結局マスクを外してしまいます。

39 女性 マスクは耳が痛くなって、メイクが取れて不快です。

40 女性 マスク、使い捨てでなくてある程度使い廻せたら、と思います。化粧がとれないマスクが欲しい。

50 女性 花粉症の時期はマスクが手放せないが、ずっとしているとひもをかけている耳が痛くなる。

49 女性 私は耳が小さくてマスクが耳に引っかからないです（マスクだけではないですが）もっと違う方法でつけられるマスクがほしいです。 またマスクにメンソール系の香り？（のど飴などの効果があるもの）がついているとうれしいです

59 女性 使い捨てではなく、洗って使えるマスクがもっと手ごろな値段であればいいと思います。
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40 女性 マスクのサイズが微妙だなといつも思います。 家族でもやっぱり好みの大きさが違うので、選びやすい大きさの分かりやすいパッケージになっていると助かります

49 女性 マスク。自分の息のにおいを感じなくなる商品があってほしい

36 男性 匂いつきマスクがあったらいいなぁと思います

48 女性 マスク特有のにおいが気になります。1日中つけるものなので、無臭のものがあれば嬉しいです。また、マスク着用時めがねが曇るのと、はずしたときのあとがつくのも困っています。

42 女性
マスク、外した時のケースがあればいいのに、と思います。他人の使用したマスクって、不衛生に見えるので、人目につかない方が良いと思うのです。例えば、飲食店でマスクを外した時に、バッグにしまうのに、直に入れるのは抵抗がありま
す。

37 女性 マスクに関してですが眼鏡をかけているので耳への負担が大きいです。 マスクも眼鏡も耳にかけているので夕方には耳の後ろが痛くなります。 何かよい方法ありませんか？

46 女性 売っているマスク、値段形がまちまち。やはり高いマスクのほうが効果的なのか？安いのだと防げないのか？

43 女性 マスクのゴムが細くて痛い・・・

30 女性 マスクのヒモあとがつくこと。

80歳以上 女性 目立たないマスクが欲しい。

45 女性 数十枚入ってるマスク。耳のゴムが絡んで、朝、超急いでる時に取り出すのが「イーッ」となる。

27 女性
マスクはゴムが耳に食い込み長時間つけていられない、顎に隙間があいてがばがはになるなど耐えられらけど直してほしい不便です。耳のゴムがを真っ直ぐではなくウェーブした形なら痛くないのでは無いでしょうか？ぜひ改善してほしいで
す！

35 女性 マスクは風邪予防や乾燥を防いでくれるので、よく利用するのですが、顔に跡が付いたり、唾の臭いが気になるのがイヤです。

48 女性 食事の時とかちょっとマスクをはずしておきたいときに、畳んで鞄にいれておくが、おれちゃったり、不衛生なので、なんか簡単なマスク入れみたいなのがあるといいのに。

46 男性 マスクは意外と場所を取るので、何か良い収納方法などあれば良いと思います。

44 女性 マスクは、女性用とか小さめのサイズがあまり売っていないので、各社がサイズ別に販売してほしい。

46 女性 マスクは長時間していると耳が痛くなってしまう。お化粧してマスクをするとマスクにお化粧がついたり、化粧が崩れてしまう

36 女性 マスクについて、使い捨てがもったいないと思います。 布のものもありますが、あまり使ったことはないです。 おしゃれでかわいいマスクが欲しいです。

36 女性 マスクを付けるとき、時々、独特の匂いがするので、臭いがなければいいなぁと思います。

46 女性 寝るときにマスクを着用していますが、紐の寝跡がつかないような物があればいいなと思います。

39 女性 いつもメガネをかけているのでマスクをつけるとメガネが曇るのですが。

46 女性 マスクすると顔にあとがつく

37 女性 マスクをしながらメガネをした際に、メガネがくもらなければ良いと思います

49 女性 メガネかけているのでマスクのゴムがどうしても嫌です。二重に耳に負担がかかりいつも痛くなります

34 女性 マスク、いつになったら捨てるか迷う。汚くなったら色をつけてほしい。

39 女性 マスクを着用していたら、メガネが曇ること！！！これはどうにかしてほしいー対応のマスクがあるけど、そのマスクの形があまり好みじゃーないんです・・・・。

39 女性 マスク 顔にもっとフィットしてすきまをなくしたい

30 女性 多く入ってるマスク、一度袋を開けてしまうと、残ったマスクを細菌がつかないようン閉まっておくのはどうしたらいいか知りたいです。

35 女性 マスクにファンデーションがついてしまって、気分的に嫌な感じがします。

44 女性 大人用のマスクは大きすぎるし子供用のは小さすぎるし。 適当な大きさのがなかなかありません。

41 女性 マスクにファンデーションがつきにくくなると嬉しい

41 女性 マスクをすると眼鏡が曇ってしまうので、曇らないマスクが欲しいです。

56 女性 マスクはつけていると息苦しさがあります。良い改善方法があればとおもいます。

29 女性 マスクは紐が切れやすいのがプチ不便です。

38 女性 ガーゼマスクの品揃えが悪くなった

46 男性 洗えるマスクがあるとうれしい。

51 女性 マスクの跡がつきドラえもんのヒゲのようになってしまい困っています。

50 女性 マスク・・耳が痛くなる

50 女性 マスクで、ひもあとが気になります。

30 女性 マスクについてメイクが落ちないというものでも落ちてしまうし、後がついてしまうので会社のときなど綺麗にメイクしている際は出来ない。

39 女性 マスクについて。はずすと、頬に２本のラインがくっきり。。ラインがつかないマスクが欲しいです。

39 女性
花粉症の季節になるとマスクを愛用します。 1枚百円程度のものだとそうはならないのですが、毎日使うものだし・・・と安物買いに走るのがいけないのでしょうが、たいていの商品につき、眼鏡をすると曇ります。この難点が改善されればいい
な、と思います。

62 女性 マスクをしてはずして、またかける時に、保存する衛生的な袋があれば便利だと思う
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49 女性 マスクについて、耳の周りがどうしても痛くなります。血豆ができるほどです。解消する方法もみつからないままです。

48 女性 鼻炎持ちなのでマスクは必需品ですが、誰もが悩む通りメイクが落ちてしまうのが未だに解決されません。

51 女性 冬場はマスクをすることが多いですが、メガネが曇らないマスクがあったらいいのに…と毎年思います。それからリップやファンデーションなど、化粧が付かないマスクも欲しいです。

44 女性 マスクはメガネが曇って仕方ないです。

45 女性 マスク、最近は香り付きのものもあるが、香りの長続きするものがあったらよいと思う。

55 女性 マスクをするとメガネが曇ってしまう

34 女性 マスクをしていると眼鏡が曇るので不便。 自転車に乗っていると危険。 眼鏡用マスクは値段が高いので不便。

60 女性 マスク、顔が小さいので大人用だと大きすぎ使いづらい、でも子供用だと小さい！耳にかけるゴムのところが改良されるとうれしいです

32 女性 一瞬しか使ってないマスクを捨てるのがもったいない気がします。それしかないのでしょうか。

77 女性 「マスク」は素材や効能が様々で分かりにくく購入の時に迷います。

53 女性 マスクはぴったりしすぎて息苦しい。安価でも改善はしてほしい。

58 女性 かわいいマスクがあったらうれしい。

34 女性 マスク。箱詰めの大容量を買っているが、裏表がわかりづらい。

66 女性 使い捨てマスク、顔にぴったりしない。使い捨てといえども、顔にフィツトするものを！

42 女性 マスクの臭いで余計に具合が悪くなる

41 女性 マスクをつけたときに、化粧がとれにくいと嬉しい。

51 女性
箱入りのお徳用マスクを購入したら、マスクどおしが結構密着していて取り出しにくかった。鼻あて部分の針金が中央でなく左右どちらかによっていたり、装着しようとしたらゴムがすぐに外れてしまったりしたものがあってがっかりした。安かろう
悪かろうか。。。

41 女性 マスクしていると自分の息がすごい臭く感じる。なんとかならない？

40 女性 マスクがティッシュみたいに「一枚ずつ取りやすくて、すぐに使いやすい」パッケージになってたらいいのにな～と思います。

45 女性 マスクは、種類が増えたが、なかなかフィットするものがない。

34 女性 マスクの匂いが苦手なので、もっと快適なマスクがほしいです。

54 女性 お化粧の取れないマスクがあるといい。

41 女性 マスクに口紅がよくつくのでもう少し立体にしてほしい

36 女性 マスク→どうしても、メガネがくもるのが困る

34 女性 マスクを付けると、化粧が落ちて、マスクがファンデ色になってしまい、恥ずかしいです。 化粧の汚れがうつらないマスクが欲しいです。

49 女性 マスクのゴムが長時間はめているとどうしても痛くなります。

35 女性 マスクは、耳が立っている娘がすると、すぐに取れてしまいます。。そういう子用のマスクとか、取れづらいつけ方などがあったら知りたいです。

55 女性 マスク、これからは、欠かせませんよね。マスクもティッシュのような箱入りのものができたらいいと思います。

65 女性 呼吸しやすいマスク

41 女性 マスクですが、耳にかけるゴムがいつも痛くて困ります。子どものマスクで、テープタイプがありかいましたが大人のはありますか。

35 女性 メガネの日にマスクをするとメガネがくもりますので、くもらない快適なマスクを希望します。

35 女性 マスクをして眼鏡が曇るので、どのマスクでも眼鏡が曇らないように出来たら良いです。

38 女性 マスクのサイズがちょうどよいのが無い。 大人と子供の中間的なサイズがほしい。

38 女性 使い捨ての不織布マスクは鼻の下に当たると擦れて痛いので、別にガーゼをたたんで当てているのですが、ずれてしまうので、何かあればよいと思います。

56 女性 冬場マスクをよく使うんですか　大量に入ってる物だと開けにくい　出しにくい　絡まって紐切れる あと耳の後ろが痛くなります それとメガネが曇る時があって困ります

33 女性
マスクについて思うのですが、１日で使い捨てるタイプのはそれはそれで清潔で良いとは思いますが、１日で使って捨ててしまうのは何だかもったいない気がしてしまいます。 かといって、布マスクは分厚いタイプのが多くて息苦しいので、結局
は使い捨てタイプのマスクになってしまいます。 どうにかして、１日で使い捨ててしまうマスクを長引かせたいのですが、方法はありませんか？

43 女性 「マスク」は、メガネが曇るのが悩みです。 夜は必ずつけて寝るのですが、安眠効果とかあるといいですね。 子どももつけて寝ますが、朝は必ずズレています。

40 女性 マスクのひもの部分にいつも痛くなって、長時間の使用が苦手です。柔らかい素材や太さを変えるなどしてもらえたら違うのかな・・。ご検討下さい。

41 女性 これからの季節マスクは欠かせませんが、出勤時、駅に着くとマスクの中が湿度でびしゃびしゃになってしまうのが悩みです。 温度差があるから仕方ないのかもしれないけど、どうにかなると助かります。

36 女性 マスクが大きくて、すぐにずれてきます。

62 女性 使い捨てマスクを、よく使いますが、耳が痛いのとずり上がって、目までかぶさりそうになるのに、困っています。どちらかというと、小顔なのですが、大人用の大きいのにすると、ずり上がりますし、子供用の小さいのにすると耳が痛いです。

29 女性 マスク、、紐ももう少し短くしてほしい

56 女性 通勤の際のマスクの保管に困っています。すぐにしわしわになるのでクリアファイルとかに入れてるのですが。
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29 女性 マスクは耳が痛くなるのが多い

37 女性 おばさんになって潤いがなくなったのか、マスクをするとすぐにゴムの跡がついて（顔に）中々とれない。どうにかする方法があれば知りたいです。

50 男性 マスクをしてメガネしてるとくもりがち。対応製品もあるようだがあまりみない。

42 女性 子供のマスクで、鼻水が付いたものを洗濯してもあお鼻の色が取れません。そういうのが気にならないこども向けのマスクが欲しい。子供は気に入ったものを何度も使いたがるので、そうだとどれだけ助かるか(笑)と思います。

64 女性 使い捨ての「マスク」ですが、一日つけたままだとあごのあたりが肌荒れの状態になります。そんな風にならなければ良いのにと思いますが。

35 女性 マスク：使い捨てではなく布製でくり返し洗って使えるもの、デザインや色もいろんなものがあれば選ぶ楽しさもあっていいなと思う。

49 女性 マスクでメガネが曇ります。恥ずかしいです。

50 女性 慢性鼻炎なので、濡れにくいマスクがあったら便利だと思う。

44 女性
最近では風邪予防などで日常からマスクを利用しています。毎日のことなので安価な物を選んでいるのですが、安価な物ほどゴムが短めで耳が痛くなります。規定のサイズを業界で決め、それをクリアしている商品かわかるようになれば嬉し
いですね。

48 女性 マスクの装着後のにおいが気になります。

48 女性 マスクがくさくなる

59 女性 マスクを長く使用していると顔にマスクのゴムの跡がついてしまいます。ソフトで調節出来るゴム紐があると良いです。使い捨てのマスクでも白だけでなく、カラフルな柄などがあると楽しめます。

40 女性 マスクの耳のゴムが痛い

37 女性 マスクはしゃべってるとたまにずれてきちゃうので、適度なフィット感がありつつもずれにくいものが欲しい。

32 女性 1回外しても衛生的に保管できるマスクが欲しい

37 女性 マスク  紙タイプでも洗って再利用できるものがあればと思います

45 女性 マスク  ５０枚入りなどの、纏め売り品の場合です。  箱から出した時、パッと見ただけでは表裏が分かりにくいので、どちらかに印や色をつけるとかしてあれば、子供でも分かりやすいと思います。

71 女性 マスクー透明マスクがあるといいね！

39 女性 消臭効果のあるマスクがあったらいいなと思います

40 女性 マスクの紐がなかったらいいのに

35 女性 マスクを交換する頻度が分からない

37 女性 マスクはどうしても口にあたる。

49 女性 「マスク」メガネがくもる

77 男性 マスクについてですが、やはりあくまでも布製に近い紙製のものに期待するところ大なるものがあります。

55 女性 マスクに関して・・・ お化粧がどうしても崩れてしまったり　ニオイが気になったりします。 もっとお肌に優しくお化粧も崩れず消臭効果があるものがあれば・・・ さらに眼鏡対応でも鼻当て部分が目立たないコンパクトなものがあれば・・・

37 女性 マスクの耳が痛くなりやすい。

58 女性 マスクをするとすぐに眼鏡が曇ったり、嫌な臭いがこもったりするので使いたくない。

57 女性 マスクの取り替え時が色のセンサーでわかるような機能があったらいいと思います。

59 女性 「マスク」メガネが曇るので、息の通り道をスムーズにする、商品を作ってほしい。

28 女性 マスクに口紅が付かなければ良い

53 女性 マスクは、箱入りで買いますが、何枚かずつもって歩くのに、また使い終わったものを持ち歩くのにいいパッケージがあったらいいと思います。

49 女性 マスク　もう少し香りが良いものがあったらいいのに

35 女性
マスクの除菌、抗菌パワーを強化するために口元をおおうようなデザインになるのは仕方ないけどファンデーションが付きやすいのが気になります。 口元部分だけフィルム加工など、ファンデーションなどのメイクが付きにくい構造にしてほし
い?

28 女性 マスク…長時間ゴムが耳にかかって痛い時があること

25 女性 マスクの中で鼻水が垂れてても染み込まないであってほしい。

47 女性 マスク、つけ外しで、形崩れするのが…。

58 女性 マスクは着けていると蒸れてくるのが困ります。

40 女性 マスクに、ファンデが付く。そして、顔にマスクの跡が付く(笑) どうにかなりませんか？！

76 男性 マスクが口のフィットするのがなかなか難しい。

40 男性 マスクについて。 サイズの種類を、もつと増やしてほしい。 子供たちのキャラクター柄のかかくを安くしてほしい。

27 女性 マスクをしていてメガネが曇らなければいいなぁと思います…

31 女性 食事との時などにマスクをたたんでおきたいけれど広がってしまい汚い印象なので一時的にたたんでおけるような作りだと便利なのになぁと思います。

51 女性 冬の間はマスクをつけて寝るのですが、朝起きると顔にマスクのゴムの跡が付いて困ります。顔に跡が残らないマスクがあったら嬉しいです。
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56 男性 マスクは、ずっと口元を覆っていると内側が水滴でベトベトになってくるので、何か良い対処法がないでしょうか？

46 女性
マスクは基本使い捨てを使っていますが、数時間しか外出せず、したがってマスクも数時間しか使用しない場合、もう少し使えるのでは、、でも雑菌はあるんだろうなーと捨てるのを躊躇します。捨てる（交換の）基準が明確になったものがあれ
ばよいと思います。

55 女性 マスク・・・メガネをかけていても曇らないマスクは各社出ていますが、あまりごつくならないものが欲しいです。

22 女性 マスク→顔が小さいのでマスクがゆるゆる。かと言って子供用だと小さい。

52 女性 マスクのにおいが気になります。

37 女性 ピッタリしたマスクをしていると頬に形が残るのが不満です。

58 女性 マスクのサイズを合わせるのが難しい。普通サイズだとずれるし、女性子供用だと耳にかけるのがきつく感じる。

34 女性 子供用じゃ小さいし、小さいサイズのマスクだと大きい。自分の顔に合うサイズのマスクが見つかりません。

46 女性 「マスク」ですね。沢山入っているタイプの物で困っています。 大き目サイズが２種類あり、サイズ表示を探すのに苦労しています。わかりにくいところに書かれていることが多いです。 ゴムの部分が痛いのがある事。 メガネが曇るものがある。

44 女性 マスク：風邪を挽いた時にするケースが多いのですが、その時には、鼻呼吸がなかなか難しいので、マスクをすると、息苦しさを感じます。

41 女性 マスクの裏表がわからない。メガネが曇る。

30 女性 マスクのゴムで耳が痛くなります。痛くならない商品を希望します。

37 女性 自分の鼻にピッタリのマスクだったらいいなと

34 女性 蛇腹折の不織布マスクは鼻の所にフィットさせるための金具が入っていますが、それが邪魔で仕事などで取った時に折ってしまいにくく困ります。必ず1日に数度は外すことがあります。良いアイデアはないでしょうか？

33 女性 箱に入っているタイプのマスクは取り出ししにくい。

49 女性 マスクにつき、化粧が付きにくいものがあるといいな。

66 男性 マスクは着けたまま欠伸をするとずれて鼻が出てしまう。

48 女性 マスクのサイズ感が、顔サイズと合わない。

44 女性 私は顔が小さいので、市販のマスクがなかなかフィットしません。ちょうどいいサイズがほしいです。もっといろんなサイズがあればいいのにな、と思います。

74 男性 「マスク」で、メガネが曇らないような方策を期待したい。

48 女性 マスクは息苦しく、また耳が痛くなってきます。

40 女性 大容量のマスクだとお得ですが、持ち運びに適していないこと。

30 女性 マスクのサイズが女性だと少し小さく普通サイズだと大きい。ちょうどいいサイズのものがほしい。

47 女性 仕事でマスクをずっとつけていると耳が痛くなるので、耳にかける部分の所をもっと柔らかいものだったらいいのにと思います。

40 男性 息がしやすいマスクがあればいいと思う

76 女性 マスクをすると、いきぐるしい

35 女性 マスクのひもがいずれウォークマンのコードレスバージョンみたいになくなれば耳も痛くないのに。。

40 女性 眼鏡かけてる時のマスク。それ用のマスク売ってますが、作りが大袈裟なので、もっと目立たないシンプルなものが欲しい

36 女性 マスクは化粧がつく

55 女性 マスクについて。 私は眼鏡をかけているのですが、メガネがくもってしまうのが悩みです。 鼻のアレルギーもあるのでもっと使いたいとは思っています。

40 女性 マスク 子供用は小さいけど、大人用は大きい。女性用はあまり売っていない。

63 女性 マスク、これから寒くなって、夜寝るときして寝ます。簡単につけてのどに楽でいいものないですか。

60 女性 マスクの裏表が分かりにくい。分かり易いといいのに。

38 女性 マスクに化粧がつかなければいいのに

61 女性 使い捨てマスク　すぐダメになる。安くても　もう少し丈夫で形を維持できたらいいな。

37 女性 マスクがシート式の取り替えだったら思うことがあります。

33 女性 マスクのサイズがピッタリ合うものがあると嬉しいです。

52 女性 顔にぴったりあったマスクがほしい

66 女性 マスクは商品によっては長時間使っていると口の周りが少し痒くなるのがある。

37 女性 子供用の使い捨てマスクが売っていない。病院にはおいてあるのに、店では買えないのかな？

32 女性 マスクは、熱がこもると、湿気でぬれるのが気持ち悪いです

30 女性 マスクに化粧がついて食事の時等に外すと汚く感じるのが不満です。

44 女性 マスクはお得パックを買うと石油臭くて嫌だ
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49 女性 マスク。鼻の頭だけファンデーションが取れてしまい、職場での昼食時やお茶などマスクを外さなくてはならないときに恥ずかしい。なんとかならないものかしら。

30 女性 マスクの裏表や上下が分かりにくい

61 女性 大人用の小さめマスクを適正な価格で販売してほしい。 おしゃれな必要はなく実用的なものがいい。

38 女性 マスクが耳にかかる部分が痛くなりつけていられません

52 男性 使い捨てマスクがもったいない気がしています。口に触れる部分だけ交換できたらエコかな？

59 女性
使い捨てマスクの表と裏の区別がつきません。気にして使うものでもないのかもしれませんが、もしかすると表と裏では表面の素材が違っていて効果も違うかもしれないなどと考えたりして(笑)　一目で表裏がわかると気分よく装着できるので
すが。

51 女性 マスクをするとファンデーションがすれて、マスクにつきますよね・・・防止する方法はないのでしょうか？

44 女性
マスクのひもで耳が痛くなるのが嫌です。髪にピンで留めるとかないですかね。 あと、眼鏡が曇るのであまりしたくないです。眼鏡の曇り対策で鼻は出して口だけしている人もいますが…。 夏に難病治療のためマスクをしなくてはならなかった
とき、汗疹ができて治るまで取れなくなりました。何とかならないでしょうか…

48 女性 家の中にいる時は、あまりメガネをしませんが、外出する場合にマスクと併用すると曇ってしまうのが難点です。曇らない方法ないものでしょか？

53 女性 マスクをはずした時にかたが顔についてしまう

32 女性 マスクのサイズ表示がもう少し親切だったらと思います。普通用だと紐がすごく長かったり、女性用だとサイズが小さかったりですが、一回買うとけっこう入っているので諦めて使いますががっかりします。

30 女性 マスクの匂いが臭くてあまりしたくなります。

35 女性 マスク、耳にかける紐が痛いです。もっと柔らかければいいのですが。

49 男性 濡れマスクの商品を増やして欲しい。

57 女性 使い捨ての不織布のマスクでも、洗って再利用できればいいのに。例えば、それ用の抗菌スプレーを使ったりして。

49 男性 マスク  数度は洗えて再利用できればecoにつながる。

42 女性 マスクはいつも外した後の置き場に困りますね～ マスクケースは衛生状態など気になりますし。。。 外して一回一回交換するとコストもかかりますし。。。 これからの必需品ですね。

45 女性 マスクをかけるとメガネが曇る。

60 女性 立体的でミントの香りが付いているマスクが使いやすいが、価格が高い。もっと安かったらいいのにと思う。

32 男性 メガネとマスクを併用しても、メガネが曇りにくいマスクがあればよいなと思います。

48 女性 「マスク」を付けるのが苦手です。 眼鏡が曇ってしまうのと、耳の部分が痛くなってしまうのが耐えられません・・・。 改善・対策法を、是非教えて欲しいです！

72 女性 マスクは今では開発されて、使いやすくなっていますが、メガネをかけているので、やはり曇るときがあります。どうすればよいのでしょうか？

50 女性 マスクの耳が痛くならずコストも抑えたものがあればうれしい。ファンデーションや口紅が付きにくい素材があればうれしい。

35 女性 色々なマスクを試してますが、マスクをしたまましゃべると摩擦で唇が荒れてしまいます。もっと肌に優しいマスクがあればいいのに...

38 女性 マスクの不便な点ですが、使い捨てで１日だけではもったいないと思うこの頃。 コストもかかるので数日使える何か中を変えるだけのものがあると良いなと思います。

48 女性 マスクの大きさがもう少し小さめだったら

34 女性 マスクに子供用と大人用とがセットになって少量パックで売っていたらいいなと思います。

38 女性 マスクに鼻水がつく。べたっとする。

50 女性 眼鏡をかけているので、マスクのゴムとで耳に負担がかかるので、どうにかなら無いかなぁと思います

48 女性 使い捨てマスクをでかけるときにつけることが多いのですが、家にいるときは外すので消毒スプレーか外しても抗菌のものがあればうれしいです。

35 女性 マスク：化粧がつく、顔にフィットしない

61 女性 マスク：自分に合う使いやすいサイズがない

33 女性 マスクをするとどうしてもメガネが曇ってこまります。ゴムで耳が痛くなるのもどうにかならないものでしょうか。

67 女性 マスク　　1日中使用していると　じぶんの　口臭で　気分が悪くなるので　テイシュウをはさんで使うようにしています。テイシュを度々交換しています。

30 女性 マスクで眼鏡がくもる。

58 女性 マスクミントの香りがついてるといいなと

37 女性 マスクに鼻づまりが取れるにおい付き。

51 女性 マスク…一枚立体裁断タイプのマスクもう一回り小さいタイプが欲しい。使っていると大きくて視界に入り気になる。

35 女性 マスクはよく耳にかけるひも部分がマスクとの接着部分から取れてしまい、つかえなくなることです。パパッと簡単に接着できて、外出中でもまたつけられるようにする方法などあれば、知りたいです。

41 女性 マスクを1日中していると耳が痛くなり，頭が痛くなってしまいます。耳が痛くならないマスクがあったらいいなと思います。

43 女性 マスクは耳のゴムの部分がいたくなてしまう

38 女性 マスクをすると、耳が痛くなる。

36 女性 マスクに化粧移りする。
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43 女性 マスクは室内着用時に息苦しくなってしまうのを解消して欲しい

36 女性 マスクをしている時、もっと息苦しくなかったらいいなあと思います

65 女性 眼鏡を掛けた時に吐く息により、時々眼鏡の一部が曇ってしまう時が、此れの改善策（普通のマスクの時）

39 女性 箱に5～10枚入っている立体マスクを使っています。 個包装されていないので使わない分はまとめてジップ付ビニールに入れていますが、どうすれば衛生的に使っていないマスクを保管できますか？

42 女性 「マスク」ずっと使用していたら耳裏が痛い～。優しいヒモになればありがたいです。

53 女性 マスクにファンデーションがついて困ります。落ちない口紅のように、なんとかならないものかと思います。

44 女性 マスクかわいいきうアロマとかあったらいいな

30 女性 マスクすると、メイクが少し落ちるのが気になる

32 女性 マスクをして、鼻や?の化粧がとれるのがいやです。

65 男性 マスク・・・・頬がやせているので、普通のマスクではぴったりしないのでそれを解決するマスクがあれば良いと思います。

29 女性 マスクのひもが調節出来たら良いと思います。

47 女性
マスクをつけたり、外したり、したときの衛生状態が気になります。 一日中ずっとつけっぱなしというわけにもいかず、かといって、一度外したら廃棄、新しいマスクをつけるというのも不経済。つけたり、はずしたりするときの注意点や、一時的な
保管方法などのアイデアがあれば知りたいです。

48 女性 顔が小さいので、子ども用のマスクを使うと、耳が痛くなる。もう少しゴムが長い子ども用マスクがあれば良いと思う。

45 女性 マスクをすると口の周りが湿ってくるのが気になる

27 女性 マスク 耳がこすれて痛くなるのでずっとつけていられない

41 女性 50枚入とかのマスクを箱から取り出すときに、ゴムが絡まって、すっと取り出せない時があり、プチイラットする。

68 男性 マスクをしていて眼鏡がくもらなければ便利。

60 男性 マスクをずーとつけていると、顔に取り付けひもの跡が残ってしまう。

69 女性 夏以外マスクは手放せないが、マスクにガーゼをあてて使っている。 鼻のあたる部分が少し厚いと良いなーと思う。

44 女性 マスクのゴムが痛いのでもっとゆるかったらいいなと思う

33 女性 マスク→メガネが曇らないものを開発してほしい。

35 女性 眼鏡をかけているので冬場マスクをしたときにくもってしまうのでそれが改善されるといいなぁと思います。価格は低いままで

34 女性 眼鏡を使用しているので、マスクすると曇る

46 女性 マスク、つけていると耳が痛くなるので、痛くならないものがあったらいいな～と思います。

40 女性 マスクの鼻部分にある針金？がフィットしない。

40 女性 マスク、耳の後ろが痛くなる

37 女性 冬場マスクをすると眼鏡がくもる。曇り対策用マスクでも完全にストレスは解消されない。

31 女性 マスクをつけたときに、ファンデーションが落ちてしまうのが気になります。化粧がくずれてしまうので、人前でマスクを外すのが恥ずかしくなります。皆さんはこういう時、どのように対応されているのでしょうか。

53 女性 とにかく眼鏡をかけていても曇らないマスクがほしいです。メーカーさんの実験の中に、寒い日に自転車に乗ってマスクをしている場合でも曇らないか、の項目をいれてください。今まで使用したマスクはすべて曇りました。

50 女性 「マスク」使い捨てだけど数回使えたらいいのになぁ

36 女性 使い捨てのマスクをこれからの季節使用しますが、紐の付け根がチクチクするのが嫌だなぁと思います。

34 女性 マスクについてですが、替え時が分かりません。マスク用の除菌スプレーのようなものもありますが、もっとアロマの香りがするようなものだったらいいなと感じます。

31 女性 マスクで眼鏡が曇らなければいいなといつも思います。

51 女性 マスクは長時間つけていると肌が痒くなってしまうので、柔らかい素材の物があったらうれしいです 仕事中など、マスクがで顔を覆っているとお客様などに失礼な印象を与えるので、透明なマスクがあったら良いですね

40 女性 マスクはもっとカラフルな使い捨てタイプがあるとうれしい。色違いで一袋に入っているとうれしい。

32 女性 洗えて繰り返し使える抗菌マスクが手軽に買えたらいいなと思います。

63 女性 マスク・・・夜用がほしい。

34 女性 マスクのゴムは長時間着用していると耳が痛くなるため、ゴムではないものも使用していますが、それはそれで耳が切れてきてしまって痛くなります。 ヒダで顔に猫の髭のような跡がついたり…

26 女性 マスクについてですが、眼鏡をしていてもくもらないマスクがあればありがたいです。くもらないマスクを買って利用していますがどの製品も必ずしもくもるので。

35 女性 マスクはこれからの季節欠かせないのですが、どうしても化粧がマスクに ついてしまいます。化粧が落ちにくいマスクもありますが、普通のマスクと大差 無い気がします。出来るだけ朝のお化粧が維持できるマスクが欲しいです！！

46 女性 子ども用のマスクは１つ１つ包装されてるいるのはなぜでしょうか？ 持ち運びできるように？でしょうか？

33 女性 マスク、耳が痛くなる

62 男性 マスクは使い捨てはもったいない。再利用できるものに
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36 女性 マスクはつけてるとすぐに耳の付け根が痛くなるので、どうにかしてほしいです。

38 女性 マスクを食事中は外す必要があり、そのときにいつもマスクの置き場に困ります。何か良い方法があるといいなと思います。

40 女性 使い捨てのマスクをもっと安くしてほしいです。

43 女性 ・マスクをしているとゴムで耳が痛くなってしまう悩み…もっとやわらかい耳ゴムのマスクがあったらなあと思います。 ・マスクを長時間つけているとニオイが気になってしまう悩み…消臭効果の高いマスクがあったらなあと思います。

33 女性 マスクについて。 ゴム紐が切れる！内側にグロスがつく！

40 女性 マスクにいろんな色が入っていたら、間違わずに色分けして使えてべんりです＾＾

37 女性 マスクの裏表がわかりにくい。最近特に細かいものが見えにくくなってきているので、表だけに色を付けてくれるなど何か工夫してくれるとありがたい。

34 女性 マスクでメガネが曇らないようなものがあればうれしい。

40 女性 マスクは、箱入りを買いますかが、中身が見えたら便利です。気がつくと、少なくなってます。

40 女性 マスクは息苦しくなるのが悩みです。

45 女性 息苦しくないマスクってあるのかなぁ

37 女性 マスクの中をもっと爽やかな香りにしたい。あと、耳のところのゴムが痛い。

46 女性 マスクはとにかく息苦しいし跡が付くのがいやですね。

46 女性 マスクはもっと息が吸いやすかったと思う

49 女性 マスクの中にアロマオイル入りの当て布等をして使い捨てではないのがあるといいなと思う

43 女性 マスクしているのがわからいものがあれば良いと思う。

35 女性 マスクは独特のにおいがあるので、無臭だと嬉しいです。

45 女性 白いマスクは表裏・上下を夫が良く間違えるので何らかの目印がほしい。

31 女性 かすかにミントの香りなどするマスクがあるといいと思います！くしゃみ鼻水が出てる時、ミントの香りが良いと聞いたのでマスクをしながら鼻水にも効果あると嬉しい！

26 女性 マスクを長時間使うと内側が呼吸で湿ってきて不快になる。 長時間使用でもサラサラになるといいのに。

44 女性 マスクをして呼吸をするとメガネがくもります。 マスク上部から息がもれないマスクだったらいいな、と思います。

45 女性 マスク 結構 メイクがくずれ

46 女性
私は普段なにかとマスクをつける機会が多いのですが、長時間つけているとどうしても耳の裏が痛くなってしまいます。プラスして、メガネをかけていると尚更耳裏が痛いわレンズが曇るわで苦労しています。 もっと耳に負担のかかりにくい素
材を使用したり、鼻の部分にクッションかなにか詰めて隙間を埋めたらもっと使用しやすくなるのではないでしょうか。今後の日本の未来に期待です。

55 女性 花粉症でその時期にはいつもマスクを利用していますが、もっと安くて鼻や口元を密着できるものがないのかと思います。

23 女性 マスクと眼鏡の相性

29 女性 マスクは長時間つけていると耳が痛くなるのが嫌です。 紐の太いタイプもありますが、少し高くなってしまうので…

41 女性 使い捨てマスクは便利だが、肌が荒れることがある。ガーゼマスクなら大丈夫だけど社会人であまりしている人は少ないので恥ずかしい。。表は紙風、内側ガーゼみたいなものがあれば欲しい。

29 女性 マスクに化粧がつく

39 女性 マスクは冬～春にかけて必需品ですが、どうしても耳が痛くなります。

41 女性 マスクのゴム長さ調整できたらいいと思う

36 女性
マスクに裏表があることを最近知りました。プリーツのあるマスクの場合、外側（肌側ではない）のプリーツが下向きになるように着用するのが正解だそうです。逆に着用するとプリーツ部分に花粉がたまって逆効果だそうです。でも良く確認しな
いとわからないので紛らわしいなといつも思います。裏側に「ウラ」と書かれてあればより便利なのになと思います。

54 女性 これから活躍するマスクですが通勤通学時、行きと帰り同じものを使用しますか？また保管はどのようにされているか気になります。

45 女性 香りつきのマスクがあったら、テンションあがりそう。

59 女性 ひもののないマスクがあれば便利？

41 女性 マスクは機能性よりも安くてたくさんある方がいいです。

33 女性 マスクの中に汗？(水滴)が付かないようになればいいのに マスクで耳の後ろが痛くならなければいいのに

33 女性 頬にマスクの跡がついてしまう。

33 女性 マスクを使用している時に化粧が部分的にとれてしまう

35 女性 マスクのゴム部分で耳の裏がいたくなる

55 女性 メガネを掛けているので、マスクは絶対に曇る。鼻低いんですよねえ。もっとフィットしてほしい

37 女性 マスクの紐がやっぱり痛い

42 女性 普段メガネをしているのでマスクをするとくもってしまうので嫌です。

48 女性 マスク どうしても隙間が入るので、完全な予防はできないのとマスクによっては化学物質？の臭いがきついときがある
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55 女性 マスクがもっと顔にフィットしないと効果が無いのではと思う

30 女性 マスクに関して、耳にかけるところがどうしても痛くなってしまいます・・・。もっと、耳にかける部分が痛くならないような、もっといえば耳掛けが不要なマスクはないのでしょうか？

49 男性 使い捨てマスクは、一回だけ使用して捨てるのが、もったいないと思ってます。

41 女性 マスクの耳が痛くないタイプでオシャレなものがほしい

53 女性 マスクをしてる時、鼻や口蒸れるので嫌いです。自分の口臭も気になります、

42 女性 マスクはいつも耳が痛くなるので、耳にひっかけないタイプがあるといいなと思います（難しいけど）

41 女性 臭くならないマスク欲しい

37 女性 マスクの袋、上がチャック式になっていればいいのに、といつも思っています。 子供が塾に持って行っていて、いつも中身が飛び出て衛生的にどうかと思います。

26 女性 マスクの個別包装製品がもう少し増えればいいのに。

52 女性 マスクをしていると、我ながら臭いが気になることがあるので、良い匂いがついたマスクがあれば良いなと思います。

34 女性 マスクの耳に掛ける部分がいたくならなければいいのにな。

33 女性 マスクしながらメガネをかけているとメガネがくもったりしてプチ不便です。

35 女性 UVカットマスクが通常機能であれば！

33 女性 マスクのゴムが柔らかいファーだったら、耳も痛くならないし、冬はあったかそうだなぁ

25 女性 マスク自体の匂い、マスクのジャバラ型の型が苦手

44 女性
洗えば繰り返し使えて且つ【顔の形状記憶をするマスク】があれば良いなと思います。小さいサイズ、普通サイズと色々サイズがありますが、人の顔の形は色々なのでピッタリくるものがなかなか無いのでそういったマスクがあれば使用感抜群
だと思います。

46 女性 鼻がひくい私にマスクがフィットしません。美しい人がマスクをつけるとかっこいいんですが、、、

46 女性
TVで正しいマスクの付け方で線になってる所がポケットにならないようにくぼみに菌が入らないようにつけてください。と、言っていたのでそのように付けてると色付きなどのマスクだと反対じゃない？とよく言われるので表裏に印を付けてほし
い。

50 女性 マスクの大きいサイズがもっとあればいい

48 男性 市販のマスクは、装着したまま自転車に乗ってこいでいると眼鏡がくもって前が見えづらくなります

47 女性 マスクをすると口紅がついたり、化粧崩れしたり。女性としては抵抗があります

35 女性 マスクの中が結露でビショビショになってしまいます。生地は分厚めで暖かくていいのですが、結露と息苦しさがあるのでその点では不満です。

42 女性 マスク。。。どうすれば一番いい使いかかたなのかな？

52 女性 マスクの鼻部分の浮きをなんとかして！

33 女性 マスクをするとどうしても化粧が取れてしまうこと。

40 女性 耳が痛くならないマスクがあると嬉しいです。

41 女性 マスクに化粧がつかない方法を教えてほしい

39 女性 マスクは使い続けると耳の後ろが痛くなります。痛くならないマスク欲しい

48 女性 マスクはよく使っているが、夏はきつい（喉が弱く夏でもマスクが必要になるのてで・・・）。汗ばむ季節でも蒸れず、むしろヒンヤリ感のあるマスクがあればと思う。（マスクの中で冷えピタしたことがあったが、息苦しかった。）

55 女性 顔にぴったり合うマスクがない

62 女性
マスクについての意見です。私は日ごろから眼鏡をかけています。冬の時期に温度差のないとこでは良いのですが、外気との温度差があるところではマスクをしていると自分の息で眼鏡が曇ってしまいます。外出時に多くあることで視界が悪く
なるので困ることがあります。

50 女性 マスクは、１枚づつ個包装が良いです。衛生的です。

26 女性 マスク、使い捨てはもったいない。洗ってまた使えたらな…

47 女性
使い捨てマスクは表示の通り鼻当てを曲げてもフィットしない。メガネをかけているのでメガネ用も使ってみたが、うまくいかない。使い捨てなのでそんなに高価なものはかえないし・・。安いけどもっと顔にフィットする使い捨てマスクが欲しいで
す。

51 女性 マスク、息苦しくなければよいのに。息苦しくてすれば楽になるのに長くしていられない。

60 男性 マスクはどうやってもメガネが曇る

49 女性 マスクのゴムひもが調節できたら便利と思います。

43 女性 眼鏡をかけてマスクをしてもレンズが絶対に曇らないものが7いいなぁ。 曇らないと書いてあるけど、意外と曇るから。

43 女性 マスクが耳が痛くなるのでひもがやさしいものに変わったらいいなー

36 女性 もっと沢山濡れマスクが欲しい。耳が痛くなりにくにタイプでも痛くなってしまう。女子サイズで、ゴムだけ長くして欲しい、

31 男性 敏感肌のためマスクをつけているとむずむずしてしまいます。敏感肌用のマスクが欲しいです。

44 女性 マスク。ファンデがマスクについてしまうのが、汚く思えてしまう。

29 女性 マスクのサイズがぴったりフィットしない… 長方形ではなくて、両サイドが少しすぼんでたらいいのになと思うことがあります。。。
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49 女性 寝る時、毎日保湿マスクをつけていますが、保湿コットン(？)がポケットに入れ辛くて面倒です。あと使い捨てももったいない気が・・・。デイリーに使うのでもう少し手軽で安価な高機能商品だったら嬉しいのに。

42 女性 マスクしてメガネすると曇る

49 女性 マスクは一回で捨てるの・・・

45 女性 大人用のマスクだと大きすぎるし子供用だと小さすぎる。耳のところを調整できるものがあればいいな

38 女性 マスクにワイヤーがあるのにすぐにずれて鼻がマスクから出てしまう

49 男性 香りつきの癒されるマスクが欲しいです。

24 女性
マスクをつけるとメガネのなので必ずといってもいいほど曇って前が見づらいです。鼻や頬にフィットするタイプと書いてあったので買ってみてもうまくいったことがありません。そして長時間つけているとどのタイプでも耳が痛くなります。メガネと
両方つけているとなおのこと…改善して頂けたらすごく嬉しいです。

37 女性 鼻にマスクの跡がつくのが嫌です。しっかりガードしたいのでぴったりつけたいですが、、

53 女性 マスクを使うと必ず耳の後ろが痛くなってしまいます。

48 女性 マスクは家族で使用するので、もっと大量に入っているお得タイプがほしいです。

46 女性 長時間、マスクをつけていても、マスクが臭くならないものを作ってほしい。

68 男性 マスクは質の良い物はとても高くて毎日使うのには値段を安くしてほしい。

35 女性 現在10ヶ月の赤ちゃんがいますが、冬は特に感染症が気になります。赤ちゃんにもマスクをさせたいが赤ちゃん用のマスク等はあるのか気になります。

36 女性 子供用マスクに記名するところがあれば便利です。

57 女性 マスク　耳痛い、眼鏡にからむ、直ぐ拠れる

36 女性 マスクの裏表がわかりにくい。

21 女性 マスクで寒いところにいても中が蒸れないといいなと思います…

47 女性 「マスク」…素材が肌にあたるとチクチクする点が気になります。肌あたりがもっと柔らかければと思います。

44 女性 お化粧をしていて、マスクにファンデーションや口紅が付いてしまい、再度利用するときに困ります。

29 女性 マスクが臭くなるのがつらい。 小さめマスクと大人用マスクの中間くらいがほしい！って思います。

20 女性 マスクの紐が切れることがある

46 女性 購入する時にマスクの大きさがわからず、 買った後に大きすぎて困った事がありました。

46 女性 マスクですが、どうしても隙間ができて、ぴったりフィットしない。　もっとオシャレなのが欲しい。

30 女性 マスクは息がしづらいのがもう少しどうにかなったらいいなと思います。マスクを入れる入れ物がもっと普及して可愛いのとかでてほしい。あと、耳が痛くならないもの。

32 女性 マスクの持ち歩きで二つ折にした場合、また着けるときに形状記憶だったらいいのになと思います。

50 女性 マスクを外さなくても飲食できたらなぁ～ と思う  特にドリンク

45 女性 マスクでメガネがくもってしまう

39 女性 マスクが使ってるうちに鼻の穴の部分がだんだん顔にくっついてきます。それが当たり前だと思ってても、気になります。

50 女性 マスクの臭いが気になる

28 女性 マスクの保管に困る

37 女性
マスクをよく使う季節になりました。寝るときにマスクをする方が多いときに思うのですが、マスクの紐が頬に跡を付け、朝起きてみるとその跡がなかなか消えてくれない！と、色々な友達と話しています。後の付きにくいマスクの開発を切望して
います。また、使い捨てのサイズが顔に微妙に合わないので、調節のできるマスクが何で無いのか、といつも思います。

25 女性 マスクを日常的に使ってるのですが、こもって汗をかくことが悩みです

55 女性 マスクにメイクがついちゃうティッシュ挟むとなんかごわっとしたりで嫌なのでメイクつかないマスクあったらいいな

38 女性 マスクの沢山入っているお得パックに国内産が無いかな…

69 女性 マスクを使っているとむれて息苦しくなる。もう少し快適に使いたい つかいたい

58 女性 マスクは使ってるうちに臭くなる

67 女性 使い捨てマスクの大きさがわかりにくいです。

35 女性 マスクは冬場毎日使うのですが、どうしても形が頬についてしまうのと蒸れてお化粧がとれてしまうのでもっと良いものが開発されれば。。と思います。

30 女性 マスク、大容量の箱入りを購入するのですが、耳にかける部分が束になっていてとても取り出しにくいです。何とかならないのでしょうか。

44 女性 自分の顔の大きさにあったマスクがあればいいのになと思います。小さかったり大きすぎたりと・・・

48 女性 マスクのサイズがぴったり合わないです。小さめでもいいですが、子ども用のマスクは鼻のところに針金？みたいのが入ってなくて、隙間が空いて嫌だと子どもが言います。

56 女性 たぶんあるとおもいますが、ミントの香りのするマスクがほしいです。

35 女性 マスクを交換するタイミングがわからなく、いつ交換していいか悩む。家からでて仕事場までいき、仕事が終わりまた朝つけてとマスクつけても大丈夫なのか
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48 女性 マスクに夏用、冬用が有った良いのに

66 男性 マスクは清潔感が必要なため白が多いですが、最近になって白以外も販売されていますが、もっといろんな色があってもいいかなと。花柄、海、山等の模様とか。アニメのキャラクターとか。

28 女性 箱のマスクは，取るときすごく取りにくくて何枚も出ちゃうときがあるのですが，どうすればいいですか？

31 女性
マスクは、やはりメガネが曇ることが不便です。 特に、花粉症の時期は、目が痒くてコンタクトからメガネ変えるし、マスクも付けるので本当に煩わしいです。 また、耳の所が痛くなり、それに伴い頭痛が起きるのも厄介です。 かと言って、ゴムを
伸ばして使うと、耳は痛くならないけど、隙間が出来てしまうので、マスクとしての効果が弱まるように感じます。 これら２つ点において、マスクが嫌いです。

44 男性 マスクを食事の時にどう外しておけば良いのか悩む。 マスクもぶら下げておけるような器具があると良い。 不衛生にならずに、食後に再利用したい。

36 女性 花粉症の時期、毎日マスクをしていると、耳が痛くなってくるので、箱に沢山入っているマスクが、耳が痛くなりにくくてお手頃価格で買えるといいです

54 女性 マスクを外した時に顔に型が残ること。

43 女性 マスク…メガネをかけていると曇るのが悩みです。曇らないマスクがあればいいな。

52 男性 マスクの紐の長さが調節できたらよいのに。

32 女性 マスクの個包装のものを安値で種類を増やしてもらえたら助かります。

39 女性 マスクがＵＶ加工

53 女性 マスクの耳が痛い

37 女性 息苦しくならないマスクがあった良いな。

45 女性 マスク　　　匂いがくさい商品がある。耳が痛くなる。メガネが曇る。

29 女性 マスクのゴムの調整が出来たらいい

30 女性 マスクするとファンデーションで汚くなるこおがいや

58 女性 マスクをして眼鏡をかけると、レンズが曇って困っています！ 花粉の時期は、運転が大変！

51 女性 マスクは耳に優しいタイプでも何時間もつけていたらやっぱり痛くなる。

42 女性 マスクをしていながらコーヒーが飲めると便利だな、と思います。

24 女性 マスクが高機能だったら →蒸れずに涼しく防塵、防菌

42 女性 マスクが曇るのが困る。ノーズフィットと言ってフィットするとうたっているマスクでも曲がりが弱くていいのが見つからない。

27 女性 マスクを１日つけていると肌が荒れやすくなる気がする。ニキビができやすいと思う。

41 女性 マスクをしてメガネをすると、メガネが曇る。

43 女性 マスクは買ってみないと、自分に合うのかわからないので、買う時に悩みます

45 女性 数枚入ったマスクを常時携帯することが多いのですが、とったりはずしたりすることも多く、袋に一時保管用のポケットがあると嬉しいです。

38 女性 １年中、ほとんどマスクをして仕事をしていますが、顔が大きいので、なかなかサイズが合わずストレスです。

48 女性 顔に合うサイズのマスクがなかなかないのが悩みです。

49 女性 マスクを使っていると耳の後ろ側が痛くなります。

59 女性 マスクはずれるのがいや。メークも落ちるし。あ、安いからか？高いの買えば解消？

42 女性 マスクをかけているとどうしてもメガネが曇りがちになることと、耳の上部分にくい込んで痛くなってくるため、ゴムは平ゴムのような形になるとあたりが柔らかくなりそう。

49 女性 マスクそれぞれの会社によって、花粉等を防ぐ加工や透過が違うようですが、 値段もピンきりで、何を基準に選べば良いのかわからない

35 女性 マスクについて、使い捨てではないタイプの衛生面はどうなのでしょうか。教えてほしいです。

52 女性 マスクの消費量が多く、終わったあとのマスクの再利用法を知りたいです。

45 女性 マスクは使い捨てがもったいないと思います。

45 女性 プリーツマスクと立体マスクの中間があれば嬉しい。プリーツは隙間ができ、立体はぴっちりしすぎ。

49 女性 マスクのゴムの後が気になります

56 女性 長時間つけていても、蒸れることなく化粧崩れしないマスクが欲しいです。

46 男性 マスクをつけると、耳の裏側の付け根がどうしても痛くなるのが困りごとです。

41 女性 マスクのゴムが調節出来るとうれしいと思います。結構きつい感じなので、いつも思いっきり伸ばしてから使っています…

34 女性 マスクは、アロマつきのマスクを販売してほしい。 花粉症用の場合は、ユーカリや、ティーツリーなど。  風邪用は、鼻がすっきりするミントなど。

57 女性 ワイヤーなしのマスクの上下がわかりにくい。目立たない程度で一目瞭然なマークなどがついていると便利です。

41 女性 使い捨てマスクに、もっと手ごろな価格で大人向けの可愛いデザインのものが増えてほしい。

40 女性 日常、眼鏡を使用しているのですが、マスクをすると眼鏡が曇って仕方ないため、 マスクをしたいときでも躊躇してしまいます。 眼鏡が曇らないマスクがあればいいのに…としばしば思います。
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48 女性 マスクの臭いが、自分の口臭かと思って悩むときがあります…

22 女性 マスク臭くなりやすくて困る

45 女性 マスクをすると、息苦しいです。 メガネも曇るし・・・。ちょっと不便です

36 女性 ファンデや口紅がつかないマスクがあるといいです。 耳かけ部分とマスクの部分とも付着しないような加工がしてあるといいですね。

22 女性 マスク、しっかりフィットしないのでモヤモヤします。後サイズは良くてもすぐ耳が痛くなる事がしばしば・・・切実な悩みです。

52 女性 マスクは味気ないので、いい香りのするマスクとかあると、嬉しいです。

44 女性 マスク、息苦しいです。


