
電子レンジ・オーブンレンジの不便・不満～
2015年10/8～10/16 リビングくらしナビでのWebアンケート1119コメント

年齢 都道府県 日ごろ使っている「電子レンジ・オーブンレンジ」について、メーカー名と、使いにくい、不便、もっと○○だったらいいのに、と思うことを自由にお書きください

61 埼玉県　  パナホーム備え付けオーブンレンジ 　備え付け皿が洗っても汚い。細かい機能がない。

40 愛媛県　 東芝オーブンレンジ　多機能すぎて使いこなせてない　もっとシンプルだったらいいの

36 埼玉県　  日立オーブンレンジ。オーブンでケーキやクッキーを焼くと、焼いている間、電子レンジ独特の臭いがする。味に影響はないのですが、作ってる間、テンションが下がります。

48 東京都　 （シャープ）解凍にムラがあったり、全然解けてなかったり…。最新のは違うのでしょうけどね。

47 東京都　 （使用メーカー）サンヨー （要望点）もっと本格的なヘルシーメニューが作れる機能が欲しい

54 千葉県　 「シャープ　ヘルシオ」下に水が溜まるのでそれを捨て忘れる人が居て困る。

45 福岡県　
「シャープのヘルシオ」・・こちらは全体的にウォータースチームなどといった機能性の高さですごく嬉しい機能が多いのですが、機械に弱い私にとっては、いくら分かりやすいと言っても、この機能性の多さが逆に分かりにくくなり、面倒臭くなる
事もあります！もっと分かりやすい使い方にして欲しいです！

55 東京都　 「汚れ落とし機能」を使っても、庫内の汚れが落ちにくい。

41 東京都　 「終わりましたよ」の「チン」の音に、変化をつけてもらえたらもっと楽しい。

30 東京都　
「東芝」 温め終わった時に鳴るお知らせ音のボリュームが大きいことと、長いことが不満です。購入する時はお知らせ音の事まで気にしていなったのですが、少し後悔しています。耳が不自由な方等もいらっしゃると思うので、せめて自分でボ
リュームを設定できたらよいと思います。

56 茨城県　 「東芝」 内部を照らす明かりがあまり明るくないので、ミルクなどを沸騰直前まで温めにくい。

43 長崎県　
＜SHARP・ヘルシオ　細かい機能が多すぎ？＞ 　１０年以上、使った電子レンジが壊れたので、買い替えました。　あえて、最新型ではなく、型落ちした新古品を定価の半値くらいで　買いました。　それでも十分、満足のいく性能なので基本的
には、良い買い物でした 。　ただ、多機能すぎて、説明書がないと操作が「良くわからないことが多く ここまで、多機能にする必要があるかな？とか思ってしまうことも。

29 埼玉県　 ★パナソニックのオーブンレンジを使っています。　レンジ内が汚れると、なかなか拭き取れないので、レンジ内をコーティングして、汚れが付かない、もしくは、汚れがついてもすぐに落ちるようにしてほしい。

53 兵庫県　 10秒単位ではなく、5秒単位で温めなどを設定したい

41 大阪府　 １５年以上使っている電子レンジなのでもう買い換えようかと何度も思うのですが、最近は機能が増えすぎてシンプルなものが少ないので結局そこまではいらないやと壊れるまで使い続けようとやっぱり思いなおしています。

59 東京都　 ＥＵＰＡのターンテーブル式電子レンジを使用中。長四角のコンビニ弁当を温める時、つっかえてしまいターンテーブルが廻らない。無理に続けるとモーターが傷むので困っている。

46 東京都　 Haier  使用中のブーンというような音が大きい

41 神奈川県　hitachi   スチーム料理ができる機能があれば　よりベター

52 愛知県　 HITACHI  トースターやオーブンを使ったあとに，モーターを冷却する音(?)がうるさくて長い。

57 福岡県　 HITACHI  フライを自動で作ったら硬くて美味しくなかった。もう少し柔らかくできたらと思う。

76 東京都　 HITACHI　MRO-AX10　　　使用方法を覚えきっていないので、満足な利用状況とは言えません。レンジでの料理方法を勉強しないと使えません。76 東京都　 HITACHI　MRO-AX10　　　使用方法を覚えきっていないので、満足な利用状況とは言えません。レンジでの料理方法を勉強しないと使えません。

49 東京都　 ＨＩＴＡＣＨＩ かりかりのトーストにならない。

47 兵庫県　 HITACHI スチーム機能があるが、水の補充や使用しない時の乾燥が面倒。

30 大阪府　 HITACHI タッチパネルのものですが、タッチパネルの調子が時々良くない。タッチパネルが潰れたらもう使えなくなるのかな。

60 埼玉県　 HITACHI テーブルがもう少し大きければよい

43 東京都　 HITACHI パンの発酵ができない。前のはできたのに今のはできなくて不便です。

54 北海道　 hitachi もっとコンパクトで掃除がしやすいできれば汚れにくいのがいいな。 もっと安くてもフライヤー機能があったら嬉しい

50 大阪府　 HITACHI ワンタッチであたためがあれば便利

53 大阪府　 HITACHI 時間設定を簡単にしてほしい

28 長野県　 HITACHI。 いちいち黒皿とかに変えなきゃいけないのが面倒。

44 宮城県　
ＨＩＴＡＣＨＩ。今使っているものに不満はありません。以前のものは中の掃除がしにくくかったので、上に蛍光灯のようなもの？がついていないのを購入しました。掃除が楽になりました。あと横開きではなく縦開きのものを選ぶと出したものが
ちょいと置けて便利です。

43 千葉県　 HITACHIのオーブンレンジを使っています。 使いやすいです。特に不便なことはないです。ただ、色が地味です。すごく地味なグレーです。色のバリエーションがもっとあったらいいのになと思います。

68 東京都　 HITACHIの電子レンジです。内部の掃除がもっとし易いと良いですね。

57 大阪府　 Hitachiパンが焼けるようになっているが、不安なので使用しないで、オーブントースターで食パンを焼きます

37 神奈川県　
HITACHI製 「使いにくい」ことはないが、「あっても使わない機能」が多い。 ボタンばかりが増えて、一人暮らしの家庭や老齢の家庭にはいらない機能が満載ではなかろうか。 シンプルだけど安物っぽくない、洗練された家電製品があったらい
いのに、と量販店に行くとよく思う。

69 東京都　 HITACHI製の電子レンジを使っていますが、開け閉めが固くて少々使いにくいです。

49 茨城県　 ＨＩＴＡＴＩ　　　庫内の掃除

36 山口県　 HITATI もっとオーブンの温度が早く上がればいいのにと思う

37 大阪府　 MITSUBISHI もっと適温で温まれば

43 神奈川県　MITSUBISHI 重さが軽いと反応しないのが面倒

44 大阪府　 MITSUBISHI。 オーブンレンジですが、ワット数が低いのか。。。仕上がりが微妙です。 コンパクトサイズで機能を充実して欲しいです。

55 東京都　 MITSUBISHI。 音がうるさい

46 愛知県　 ＭＩＴＳＵＢＩＳＨＩ・・・生もの解凍の時に火が通ってしまうこと。庫内がフラットだと掃除しやすい。

27 東京都　 MITSUBISHIのオーブンレンジ 不便と感じたことはなく、料理に役立っています！

47 東京都　 MITSUBISHI利用。予熱にちょっと時間がかかって、電気代も掛ってそうなので時短できないかいつも思う。47 東京都　 MITSUBISHI利用。予熱にちょっと時間がかかって、電気代も掛ってそうなので時短できないかいつも思う。

56 東京都　 mitsubisiのオーブンレンジですが、オーブンを利用するとレンジの中、周りが焼けて、なかなか落ちないのが不便。

23 大阪府　 National 500w、170wしかないので、もっとワット数の展開があればいいのにと思います
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42 東京都　 national 見た目がもっとおしゃれだとうれしいです

43 兵庫県　 National製の古いのを使っています。 やはり、温めむらが一番気になります。

51 滋賀県　 panasonic  オーブンレンジだが、オーブン使ったことなし

29 滋賀県　 panasonic bistro ダイヤル式なのでセットに時間がかかる 手軽にお魚が焼ければいいのに。

44 神奈川県　PANASONIC スチーム用の水が残っていても出しにくい

44 神奈川県　panasonic　スチーム用の水が残っているとき捨てづらい。

28 東京都　 Ｐａｎａｓｏｎｉｃ　ターンテーブルがよくずれる。

42 東京都　 panasonic もっと解凍の性能が良ければ

52 福岡県　 Panasonic レンジ、オーブンのheavyuserですが、加熱ムラが気になります。

66 大阪府　 panasonic 加熱むらがなければいい

51 滋賀県　 panasonic 嫁のリクエストでオーブン機能付きの上等を買ったが、オーブン機能を使ったことが無い・・・

38 静岡県　 Panasonic 臭いが取れないところ

47 福岡県　 Panasonic 焼きかげんが 目に見えるようになるとうれしいかな

38 静岡県　 Panasonic 大きさが大きすぎます

53 福岡県　 Panasonic　必要ない機能が多すぎる

53 東京都　 panasonic, ヘルシオのようなカロリーを減らす機能がついていればいいのに

29 宮城県　 Panasonic、扉を締める時に途中で手を離すとうるさい。

31 東京都　 Panasonic。もっと庫内が広くて大皿も入れば良いのに。もっとお手入れがしやすく汚れにくかったら良いのに

29 東京都　 Panasonic。レンジで揚げ物を作りたい。レンジで温野菜を作りたい。

53 大阪府　 Panasonic。温度を設定する機種なのですが、毎回、セットするのが手間。自分で事前に設定できたらいいのに。

31 愛知県　 panasonic・縦開きなので置く場所によっては邪魔。オーブンレンジ自体大きいとメーカー問わずそうだとは思いますが。

41 神奈川県　
Panasonicオーブンレンジ  お皿を置くフラットになっている底辺部分に、使い続けていたら突如、焦げのような茶色い付着物が付いて取れなくなりました。重曹を使ったり、レンジ用のシートを使ってもダメ。 もっと焦げのつきにくい素材にしてほ
しい。

38 兵庫県　 Panasonicさんのレンジですが、時折りムラの出る温まり方になって残念な思いをする事もしばしばあります。

55 神奈川県　Panasonicのオーブンレンジ オーブン機能を使ったあとで、すぐにレンジ機能が使えないのが（庫内が熱すぎて）仕方がないとはいえ不便だと感じる。

32 茨城県　 Panasonicのオーブンレンジ。昔よりはかなり改善してあると思うけど、オーブン機能焼きムラが気になる。お菓子作ると場所によっていい感じのとこや、全然焼き目がつかないとこがある。

24 奈良県　 Panasonicの温度がすぐ上がって次が使えない。

30 大阪府　 Ｐａｎａｓｏｎｉｃ製。 解凍がイマイチ上手く出来ない。（火の通りにムラが出来てしまう。）

62 大阪府　 panasonic製品 安い製品のため機能性に乏しく使い勝手が悪い！使用するものに応じた機能があるものを購入すべき。庫内が2段のあるのが良かったです。

49 大阪府　 Pnasonic電子レンジを使っています。しょうがないのでしょうが、温めむらが気になります。

33 埼玉県　 sannyo-　扉がばーんとしまる

47 埼玉県　 sanyo  汚れが落ちにくい

29 愛知県　 SANYO フルフラットキャビン　電子レンジでレンチンが完了した時の音が大きい。古い家に住んでいるので、外まで完了の音楽が聞こえてしまう。

31 千葉県　 SANYO 弱くて時間かかる

33 大阪府　 SANYOです。小さいので大きなピザなど焼きにくいのが悩みです。

33 大阪府　 SANYOのオーブンレンジ 焼きあがった後、開閉しないままだと1分毎にアラームがなる。 あえて余熱調理をしていることもあるのでこの機能は不要です。

26 兵庫県　 SANYOのオーブンレンジを使っていますが、もう少しオーブンの温度を高くできるようにしてほしいです。

51 兵庫県　 SANYOヘルシーアンドテイスティ スチームオーブンの水が入れにくい　もっと入れやすければいいのに

46 神奈川県　SANYO製 とんかつやコロッケ、秋刀魚やほっけなどの焼き魚が出来ると嬉しいです。

34 東京都　 SANYO製を使用しています。冷凍した肉や魚が短時間で解凍できると嬉しいです。 加熱ムラで周りだけ火が通ってしまうのも困っています。

29 兵庫県　 SHARP  食パンの裏と表を焼くために時間調節してくれるのは便利ですが、パンの種類によっては表面が焦げてしまうのが不便です。

57 大阪府　 ＳＨＡＲＰ　１０００Ｗ　機能がありすぎて使いにくい（使いこなせていない）

33 東京都　 SHARP HEALTHIO 各トレイが2枚あるが、油落ちが悪く手入れに困る。

32 東京都　 SHARP あたためスタートを押しても１度ではしっかり温まらないこと。

32 大阪府　 SHARP あたためボタンで温めると熱々になりすぎるので、ちょうどよい温度で温めれるといいなと思います。

31 東京都　 SHARP オーブンが200度までしか温度設定できなく、ピザやパンが思うように焼けないです。

32 東京都　 SHARP もっと機能がほしい

30 茨城県　 SHARP よく使用するので電気代がもっとかからない、節約できるといいなと思います。 レンジ音が少し大きいので、夜でも使いやすいなるべく小さな音だと嬉しいですね。

39 兵庫県　 SHARP 音がうるさい。朝のお弁当作りに静かにチンしたい。

37 三重県　 SHARP 解凍モードで、もっとちゃんと解凍してほしいです。
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34 神奈川県　Ｓｈａｒｐ　解凍機能が時間がかかりすぎるところ。

40 神奈川県　SHARP 回転するタイプなので、大きめの物や四角いものを入れると回り切れず止まってしまうのが難点です。

51 東京都　 SHARP 余熱のボタンがあると楽なのにと思う

75 埼玉県　 SHARP,機能が沢山ついていて便利でが、も少し簡単に使いこなせると良いと思います。

31 東京都　 SHARP。冷凍物を解凍するとき一度でしっかり解凍してされない。丸皿なのでクッキーとか焼くとき量が焼けない。

35 東京都　 ｓｈａｒｐのオーブンレンジ。いろんな機能がついてるのですが、使いこなせてないです。もう少し手軽に使える感じにならないかなーといつも思います。

38 兵庫県　 sharpのを使ってます。特に使いにくいところはないけど、牛乳やごはんの温めが数によって出来上がりの温度が違うので、だいたい同じくらいになったら使いやすいのになぁと思います。

38 大阪府　 SHARPヘルシオ 時間がかかる！

39 東京都　 SHARP使用。レンジ機能は問題ないが、パンを焼くと焼きムラができたり、オーブンは時間がかかりすぎたりする。

29 東京都　 SHARP製を使っています。オーブンの余熱時間が長いことが悩みです。15分ほどかかります。せめて10分で完了してもらえたら助かるのに。

50 静岡県　 ＴＥＣＯ。日本製でないので全てが中途半端。

39 愛媛県　 TOAHIBA トースターを使った後、パンの粉などの掃除ができない。 オーブンやトースターを使った後は高温状態が続いて、レンジとして使えるようになるまで時間がかかる。

53 鹿児島県　TOCHIBAオーブンレンジ 温め機能が何度もしなければならないのが不満、一度で出来れば良いのにと思う。

42 神奈川県　TOSHIBA RO-SB30 オーブンやレンジの時にお皿をとりつけ替えるのが面倒です。

28 山口県　 TOSHIBA オーブンレンジ 冷凍物の解凍に時間がかかる。1回ボタンを押しただけでは解凍できず、3回くらい必要。 1回ボタンを押しただけで、かつ早く解凍できたらいいなと思います。

48 千葉県　 TOSHIBA まだ回るタイプを壊れないので使用しています。 大きさが合わない容器のものをチンする際に引っかかってしまい回らず、温めムラができてしまい不便に思っています。

35 千葉県　 TOSHIBA レンジで魚が焼ける入れ物。使うとレンジ内のにおいが気になる。

40 兵庫県　 TOSHIBA 外形のサイズが小さければいいな

37 千葉県　 TOSHIBA 計量機能がついていれば良いと思います

31 大阪府　 TOSHIBA 出来上がってからすぐに中の物を出さないとすぐに警告音が鳴ります。もう少し余裕を持ちたいです。

33 福岡県　 TOSHIBA、お掃除がしやすいものがほしい

49 東京都　 TOSHIBA。オーブン設定がもっ簡単なら、オーブン料理のレパートリーを増やせるのに。

37 新潟県　 TOSHIBAのオーブンレンジを使用。コンビニのお弁当などを記載通り温めてもよく温まらない。冷食のたこ焼きは、お皿の真ん中を開けて丸く置いて温めるのですが、手前側か奥側か忘れましたが、どちらかが冷たい状態で出来上がる。

30 大阪府　 TOSHIBAのレンジを使っていますが、オーブン機能で200℃とかでかけ始めたときに、やっぱりもう少し時間を長くしようと思って、一旦停止を押したら冷却機能が働いてしばらか使えなかったときは不便だと感じました。

29 東京都　 TOSHIBAの電子レンジ  吹きこぼれなどがあると 直ぐにレンジ内が黒ずみ中々落ちません

44 埼玉県　 YAMAZEN 時間設定が回すタイプなので、秒単位が正確に設定できない。

61 東京都　 yamazen:ドアの開け閉め時力がややいる

31 神奈川県　アイスを柔らかくしようとレンジに入れると、必ず柔らかくなりすぎます。ちょうど良い頃合いをみはからってほしいなぁ。パナソニックです。

31 北海道　 アイリスーオーヤマ。 ６００Wがあればよかった。

59 宮城県　 アイリスオーヤマ　もっと大きかったらいいのに

50 東京都　 アイリスオーヤマ　温めにむらがある。

34 埼玉県　 あたためすぎちゃうことがあるので熱くなりすぎたら自動で止まるように選べる機能があるといい

37 東京都　 あつくなりすぎて、お皿がもてない

49 東京都　 あっためて、持つときがつらい。

22 東京都　 イオンのプライベートブランド もっといろんな機能がほしい。たとえば冷凍食品用とか

58 京都府　 いつもパナソニックなので特にありませんが、今使用のものに関しては、温度調節がダイアル式で、年度とにダイアルがなかなかうまく調節できなくなるところは不自由します。

50 神奈川県　いろいろな機能がたくさんついていて便利なようだが、使いこなせていなく宝の持ちぐされ・・・　次の買い替え時にはシンプルなものにしようかと思うが、出力が小さかったり、出力の選択が少なかったりして使いにくそう・・・

37 東京都　 うまく機能を使いきれていない。

54 神奈川県　エレソニック　　中のお皿がずれやすく、正位置がわかりにくいのが不便です。

38 福岡県　 オート機能が使いにくい

45 東京都　 オーブンが2段のものがあったらいいな～と思います。

33 東京都　 オーブンが弱い。

49 京都府　 オーブンが余熱なしで使えたらいい。 レンジを使うときにオーブン皿の置き場所に困る。 全ての機能を使いこなせていない。

31 大阪府　 オーブンとグリルの使い分けがいまいちわからない。

33 岐阜県　 オーブンなどのデザインと様々な機能が、自分でカスタマイズできたらいいのに、と思います！！

38 神奈川県　オーブンのコゲが庫内についてしまうと落ちないことが嫌になります。

29 東京都　 オーブンの使い方がいまいちわからない。 加熱時間の基準など。

44 東京都　 オーブンやトースター機能を使う時は周りのものをすべてどけないといけないので面倒

25 神奈川県　オーブンレンジ　パナ　置き場所をとる
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39 山口県　 オーブンレンジでフランスパンを焼ける温度、300度のがあるとうれしいです。 それから我が家のオーブンレンジはスチーム発酵がついているのですが、もう少し性能を良くしてほしい。

31 岡山県　 オーブンレンジで東芝 レンジの温めが中央から離れていると一定でない

40 東京都　 オーブンレンジで両面焼きができるとうれしい

24 神奈川県　オーブンレンジなんですが、お掃除が簡単にできたらいいのにと思います。

43 神奈川県　オーブンレンジのメーカーは、三菱。複数のものを温める時に、温めむらがあることと、オーブンを使用する前の予熱時間が長いことが、不便に感じている。

43 東京都　 オーブンレンジは、時間がかかる。

39 宮城県　 オーブンレンジを使っていますが、オーブン機能が時間がかかります。スナックオーブンや魚焼きグリルの方が早いのでほぼ使わず・・・短時間でできるといいです。

50 埼玉県　 オーブンレンジを電子レンジとして使用する際に、回転皿があるといいのにと思う。

26 東京都　
オーブンレンジを買ってから約２年がたちました。 ホットミルクを飲むのによくレンジを使いますが、先日吹き零れて中が大変なことに・・・！ その時にやっと飲み物温めボタンを知りました（笑） 機能がたくさんあるのはいいけど、ボタンが多す
ぎても分かりにくいですね。。。

25 大阪府　 オーブンを使うときに焼きムラが気になります。

45 千葉県　 オーブンを使ったあと、すぐにレンジを使うとラップが解けることがある　どうにかなるといいのにな

31 東京都　 オーブンを使った後直ぐに電子レンジ機能を使えないこと

40 兵庫県　 オーブンを利用したと、冷えるまで、電子レンジが使えない事

65 広島県　 オーブン機能があるけど使いにくい

31 長野県　 オーブン機能でムラがでること

31 岡山県　 オーブン機能の温度が弱くて、ちょっと使いにくいです。トーストに２０分かかります...

57 千葉県　 オーブン機能を使う際に余熱時間がもっと短いとよい。 オーブンを使った後すぐにレンジが使えるかいつも不安。

38 大阪府　 オーブン用の天板を収納できるようにして欲しい。 レンジをずっと使っていると、庫内の温度が上がり過ぎているからか、生もの解凍などエラーになってできない場合があるので不便。

34 東京都　 おおむね満足。中がちょっと掃除しにくいけれど。

50 兵庫県　 お菓子を作ると、下が汚れてふき取ってもきれいにならないので、汚れがとびはねてもふき取ると大丈夫になるとうれしいです。

57 東京都　 お手入れが簡単に出来るとうれしい

33 山口県　 お手入れしにくい＞＜

65 東京都　 お掃除が簡単にできるといいと思う

51 神奈川県　ガスオーブンに電子レンジが付いているため、スイッチひとつの簡単メニューがない。

33 兵庫県　 かなり古いのでメーカー名を失念してしまいました。温めた後に、ドアの内側に水滴がついて開けたときに垂れるのが好きでない。それと、全体的に掃除のしにくさがいやですね。

52 東京都　 コンベックなのでヘルシオみたいな機能があれば嬉しいです。

49 千葉県　 サンヨー　 オーブンを使った後に庫内の温度がなかなか下がらないので続けてレンジが使えない。

27 北海道　
サンヨー オーブンレンジ 10年程使用しています。古いので文句はいえませんが、オーブンを使うとかなり焦げ臭くなります。 掃除もなかなか大変です。 レンジ内が平らだったら掃除しやすいなとおもいました。今のオーブンレンジはどうなって
いるかも気になります。

54 兵庫県　 サンヨー　解凍がどうもうまくいかない。一回ではだめで、様子を様子をみながら何回かするけど、やりすぎてしまい、部分的に火がとおってしまう

61 東京都　 サンヨー　庫内が平均的に温まればよいのだが、ばらつきが多い。

51 東京都　 サンヨー　掃除が簡単だったらいいのに

51 兵庫県　 サンヨー 油ものや肉汁とひちった汚れが落ちにくい。さっと落とせるといいのに。

47 福岡県　 サンヨー。オーブンレンジです。ラップが不要ということで買ったけど、いまひとつかな。パンを焼くのも時間がかかるし、もっと手軽だといいな。

58 富山県　 サンヨー。ターンテーブル式はコンビニ弁当が回転しない。

38 東京都　 サンヨー。パンのトーストがもっとこんがり早くできれば良いのにと思っています。

53 宮城県　 サンヨー・・・加熱終了時の音のレパートリーはあるが高低の選択ができない

43 東京都　 サンヨー・・・中身が明るくて見やすかったらいい。

63 東京都　 サンヨーオーブンレンジ。自動温めでちゃんと温まるのはご飯だけ。

37 神奈川県　サンヨーのオーブンレンジを使っているが、少量の牛乳を温めたりすると噴き出したりする。そういうのがない、見守りセンサーなどがついていたらいいなと思う。

40 千葉県　 サンヨー製 古すぎて会社がないので使い続けるのが不安です

35 東京都　 サンヨー製品 サンヨー製品なので、壊れたらもう修理できないです、、

69 広島県　 シャープ     トーストと飲み物が同時に、温められたらいいのにと思います。

20 宮崎県　 シャープ   バンを焼く時間がかかるのが不満。。トースターの方が早い！

32 滋賀県　 シャープ   温度、時間設定がしにくい

36 大阪府　 シャープ　 お掃除がしにくい

69 埼玉県　 シャープ　　ターンテーブルを取り換えないで、温めたりや空いたりできるとよいと思います。新しいものはすでにそのようにできているかもしれませんね。

42 東京都　 シャープ  チンの音が大きい。42 東京都　 シャープ  チンの音が大きい。

32 大阪府　 シャープ  トーストをもっとおいしく焼いてほしい

48 東京都　 シャープ　　もっとデザインがスタイリッシュなら嬉しい
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34 神奈川県　シャープ  庫内の温度が判るようになったらいい。

32 神奈川県　シャープ 1度に二人分程度しか入らない

40 東京都　 シャープ　700Ｗに温め時間が対応している商品がほぼ無いので、ワット数を変更できるようになればいいと思う。

48 京都府　 シャープ　ウォーターオーブン　　丸いダイヤルが思ったように動かしにくい。

59 神奈川県　シャープ　オーブンが使いにくい

74 東京都　 シャープ　オーブンの予熱にじかんがかかりすぎる

44 福岡県　 シャープ お手入れ

50 静岡県　 シャープ お掃除機能があればいいのに。

35 兵庫県　 シャープ グリル機能が面倒なのでもう少し簡単で使いやすかったらいいなと思います。

52 広島県　 シャープ　ターンテーブルが無い方がよいと思って購入したが、手入れがしやすいのは助かるが火の通りのムラが大きいような気がする。

31 北海道　 シャープ ダイヤルを回してタイマー設定をする、アナログ式のレンジです。30秒などの短い時間が設定出来ないので、困っています。

45 千葉県　 シャープ　タッチパネル一部が摩耗して、ビニールが剥がれてきた。 ボロボロで汚い。

43 大阪府　 シャープ パンが焼ける機能とおこわやケーキ 少い油で揚げ物ができる機能があればうれしい。

47 東京都　 シャープ　ヘルシオ　いろいろな機能が使いきれない。

55 兵庫県　 シャープ　ヘルシオ　どんなものでも使ってレンジがつかえたらいいなと思います。

40 三重県　 シャープ　ヘルシオ 一昨年までアメリカで暮らしていました 向こうではオーブンやレンジは壁付けでビルトインタイプだったので、帰国してあとから置くタイプは手狭になるなあ～と思いました

45 愛知県　 シャープ　ヘルシオ　一番良く使うレンジを選択するのに手間取る

30 群馬県　 シャープ ヘルシオ 飲み物メニューで温度設定したい

43 千葉県　 シャープ　ヘルシオ　温め後直ぐに電源をきってほしい

43 兵庫県　 シャープ　ヘルシオ　加熱調理中の音が大きい。家電量販店では、色々な音がしているので、気が付かなかった。

46 東京都　 シャープ　ヘルシオ　機能が多くて使いこなせていない事

49 東京都　 シャープ　ヘルシオ　庫内が狭すぎ　 庫内が広い日立みたいなオーブンレンジだったら使いやすい

34 愛知県　 シャープ　ヘルシオ 扉が完全に閉まる前に手を離してしまうと、扉がバタン！と勢いよく締まり 音がうるさい。

51 兵庫県　 シャープ　ヘルシオ　扉が手前に開くので庫内の掃除がしにくい。奥までなかなか手が届かない。

54 大阪府　 シャープ　ヘルシオを使っています。 タイマー機能が付いているのですが、作動しないメニューがあるので、 全てにタイマー機能を付けて欲しいです。

43 広島県　 シャープ　ヘルシオを使用しています。 パンをよう焼いています、オーブン焼成中の音がとても大きくて 困っています。もっと静かだったらいいのに・・・と毎回思います、

48 千葉県　 シャープ　もっと安かったらいいのに

41 東京都　 シャープ　もっと小さいものがあればいい

41 新潟県　 シャープ　もっと掃除しやすかったらいい

46 兵庫県　 シャープ　もっと多機能ならいいのにと思います

40 大阪府　 シャープ　わりと焼きムラがでます

38 兵庫県　 シャープ 飲み物を温める時に泡立って溢れているのにまだ温めてた。自動で止まると思ってたのでびっくりした

35 愛知県　 シャープ 汚れが目立たなければ嬉しいです

31 大阪府　 シャープ 解凍でグラムを選んでも 解凍焼けしてしまうので使えないです。

43 愛知県　 シャープ　簡単な操作しかしないのでまぁまぁ満足していますが、動いている時の音が大きくて。あと、くちが若干狭くて出し入れにぶつける事が・・・

62 神奈川県　シャープ 機能が多すぎて、使いこなせない。

43 兵庫県　 シャープ 機能が多すぎて覚えられません。 ウォーターグリル？ウォーターオーブン？ 予熱有り？無し？手動設定など何がどう違うのか毎回確認しないと使えますん。

54 東京都　 シャープ 機能が多すぎて使いこなせていない

38 岡山県　 シャープ 機能が多すぎる。何でも使える感じにしてほしい

32 奈良県　 シャープ 機能が良すぎて逆に使いこなせていません

36 奈良県　 シャープ 強（500W）と弱（200W）を連続で予約とかして使えるようにして欲しい。 レシピによっては強で5分の後、弱で10分の物があるし、レンジに戻るのが面倒。

52 京都府　 シャープ　均一に温まればいいのにとおもいます

31 大阪府　 シャープ 古いからか、明記してある時間チンをしても、温まり方が足りない

44 東京都　 シャープ　庫内が小さい、もう少し大きかったらいいのにと思います。

52 東京都　 シャープ 自動お掃除機能があれば良いのに

46 大阪府　 シャープ 自動温め機能は　うまくいかないことが多い

48 東京都　 シャープ 自分で秒数を設定したときに、突沸してしまうことがある。 あたため機能を使ったときでも、たまに。 突沸する以前に、とまるといいと思う。

64 広島県　 シャープ 重さが軽いといい

40 大阪府　 シャープ　焼きむらを改善して欲しい
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22 東京都　 シャープ　蒸し物をするときレンジ内がビショビショになって、後始末が大変

38 愛知県　 シャープ 内部がもう少し広いと大きめの調理道具がいれやすい。

22 兵庫県　 シャープ　二段に分ける機能が付いてたら便利だと思う

54 神奈川県　シャープ　扉が手前に開くタイプなので、掃除がし難いです。

37 東京都　 シャープ　扉を開け閉めするときに力が要る点が不便だと思っています。

31 東京都　 シャープ 便利に使ってるが、レンジの２00ワット設定がないので、あるといい。

56 神奈川県　シャープ、タイマーがセットしにくい。

56 埼玉県　 シャープ、タッチパネルで秒数を合わせるのが面倒。

36 兵庫県　 シャープ、どうしても中身が温まる前にお皿だけが熱くなってしまう。

49 大阪府　 シャープ、もっと小さかったら良いと思う。

30 大阪府　 シャープ、もっと静かだといいのに。

44 神奈川県　シャープ、もっと掃除しやすいといいです…

45 三重県　 シャープ、レンジでチンすると熱湯ができるというのがあると便利ですね。

40 大阪府　 シャープ、レンジのw数がもっと自由に設定したい。

70 愛知県　 シャープ、ワット数が少ないので時間がかかる。

55 神奈川県　シャープ、温まる所にむらがある。

42 大阪府　 シャープ、温める時間が調整できない

36 広島県　 シャープ、解凍が時間がかかりなかなかできない

67 東京都　 シャープ、解凍ムラや温めムラがある

35 千葉県　 シャープ、機械オンチで機能が複雑すぎて正直、使いこなせていない。シンプルで使いやすい物が欲しい。

42 大阪府　 シャープ、古くなってきたためか温度調整が悪い

57 千葉県　 シャープ、使った後に臭いが残るのでもっと消臭機能があるといいのに。

52 兵庫県　 シャープ、掃除がしにくい。扉が取れたらいいのに。

34 東京都　 シャープ、掃除が楽だったらいいのに

32 大阪府　 シャープ、操作性は良いのですが、庫内の汚れが簡単にお掃除できるといいなと思います。

47 東京都　 シャープ。 焼き網が、プレートに近づきすぎているため、落ちた脂を洗いやすく水を入れたりすることができない。 解凍ボタンが全然解凍しない。

42 京都府　 シャープ。 熱いものを取り出すときにターンテーブルごと出してくることがよくある。ターンテーブルを戻すときにうまくセットされたかわかりにくい。

40 埼玉県　 シャープ。 揚げ物などがカラッと作れない。

46 東京都　 シャープ。お任せの「あたため」がうまくいかない

50 東京都　 シャープ。ふたと本体のあいだの汚れが落としづらいです。

31 大阪府　 シャープ。もっといろんなメニューが作れるようになれば良いのになと思います。

44 大阪府　 シャープ。もっと軽いと良いと思います。

50 埼玉県　 シャープ。一度で温まらない。

42 岡山県　 シャープ。庫内のこびりつきが気になります。洗剤を使うと匂いが付いてしまうので困っています。

26 大阪府　 シャープ。使いやすく満足！もっと速くできたらいいのに！

37 千葉県　 シャープ。使用時の音がもう少し小さくなるといいな。

55 愛媛県　 シャープ。蒸気の出口が後ろにあって壁のクロスに蒸気が当たるので傷まないか心配。

52 大阪府　 シャープ。文字盤が赤く光るのだが、扉が開いているとずっと光ったまま。中を乾燥させておきたい時もあるのに、エコではないですね。

50 東京都　 シャープ。毎回勝手に自動消臭して終わらせます。ボタン押してないのに・・不思議。

47 大阪府　 シャープ：オーブントースター機能がいまいち。もっときれいに焼けたらいいのに

47 東京都　 シャープ「ヘルシオ」：水をセットするのがけっこう面倒

45 神奈川県　シャープ「ヘルシオ」ちょっとパンを焼いたりするだけなのにものすごく時間がかかる。トースター機能もつけてほしい。

48 神奈川県　シャープ・ウォーターオーブンヘルシオ　初期頃のモデルなので調理に時間がかかる事がちょっと不便に感じます。出来上がりは良いのですが・・・

67 東京都　 シャープ・ヘルシオ　何だか使いこなしていません。

54 東京都　 シャープおとがうるさい

60 福島県　 シャープです、ていれが大変ですね、もっときれいにしたいので

34 東京都　 シャープです。  掃除がとても面倒です。簡単に出来たら嬉しいです。

41 広島県　 シャープです。オーブン機能を使ったときのにおいが気になります。

43 兵庫県　 シャープです。やっぱりオーブン機能がイマイチです。
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51 東京都　 シャープです。扉と本体のあいだに汚れがたまって、そこが掃除しにくいです。掃除をしやすい素材に変えて欲しい。

36 香川県　 シャープですが、小さいからかトースターにすごく時間がかかる。オーブンレンジでも食パンが表も裏もしっかり焼けたらいいと思います。

47 静岡県　 シャープですが、容量がないのでもっと広いといいです。

35 千葉県　 シャープのインバーター。根菜ボタンとかほしい。

37 兵庫県　 シャープのオーブンですが、蒸す機能は全然使いません。 いらなかったかも。

38 埼玉県　 シャープのオーブンレンジ、機能が沢山あるのはいいがいちいち選択する押しボタンが面倒

36 兵庫県　 シャープのオーブンレンジですがもう少しお手軽メニューがあればいいです。 スチーム機能もあまり使用しないので

36 広島県　 シャープのオーブンレンジを使っています。 食品を温めた直後は延長モードになってしまい、いちいち取り消しを押さないと連続して自動メニューで温められなくて不便です。

38 大阪府　 シャープのオーブンレンジを使っています。もう少し中の容量が大きかったらよかったなと思います

46 大阪府　
シャープのオーブンレンジを十年くらい使っています。購入当初はフランスパンなどもよく焼けたのに今は火力が弱い感じでレシピの通り作っても焦げ目がつきません。温度を高くして長めに焼いていますが中身を焼きすぎてぱさついたり困っ
ています。長く使っても温度が落ちないものを期待しています。 レンジの解凍をすると生肉などどうしても加熱されてしまうのも困っています。

51 大阪府　 シャープのオーブン付きレンジですが、本格的過ぎて、私には使いづらい

46 兵庫県　 シャープのヘルシオ 外に出る蒸気の量がすごい。音が大きい。

27 千葉県　 シャープのヘルシオ 掃除がしにくい・・・ やはり、なんでも手入れしやすいものでないと、と思います。

43 茨城県　 シャープのヘルシオ 扉は左右開きのほうが良い

48 神奈川県　シャープのヘルシオ、チャンネルが多すぎて覚えきれない。 手動の温めが、わざわざチャンネルをいくつも変えないと使えないのが不便。

57 千葉県　 シャープのヘルシオ、加熱までの反応が遅い。ヘルシオを使う機会があまりない。使った後の手入が面倒。高価だったのでもっと有効に使いたいと常々思っている。

47 東京都　
シャープのヘルシオ。スチーム機能付きオーブンレンジで機能豊富だが、意外とマンネリ（レンジかオープンか）で使いこなせていない…。スチーム使用後の掃除が面倒というか…。それと、最近キーキー音がするようになってきた。掃除をもっ
と頻繁にするべきなのか？？？説明書にはこのような症状について説明がないので分からない。

39 埼玉県　 シャープのヘルシオを使ってますが。いろいろな機能を使いこなせていなくて残念です

40 神奈川県　シャープのヘルシオを使用しています。冷凍食品などの温度と時間設定が面倒です。商品のバーコードを読み取れ勝手に温度と時間を設定してもらえるといいのにといつも思います。

54 埼玉県　 シャープのヘルシオを使用していますが、過熱ムラができてしまいます。

54 東京都　 シャープのレンジですが終了時のモーター音がうるさくて驚いてる

55 東京都　
シャープの製品を使っています。 オーブン機能はほとんど使いません。 それは、時間がかかり過ぎるので。焼き目もやはり、ガスより落ちる。  どうしてもガスで料理することになります。 電磁料理のマンションも増えているので、時短・焼き目
が改善されると助かります。 よろしくお願い致します。

50 東京都　 シャープの電子レンジを使っています。「あたため」では熱すぎるくらいとなりお皿ももてません。適度な温めができると嬉しいです。50 東京都　 シャープの電子レンジを使っています。「あたため」では熱すぎるくらいとなりお皿ももてません。適度な温めができると嬉しいです。

33 青森県　 シャープの電子レンジ。 冷凍ごはんのボタンがあるけど、一回じゃ全然あたたまらないのが不満。 お惣菜を買ってきてチンすると、必ずトレイの底が溶けてしまう。

48 神奈川県　シャープの電子レンジ。もっと中の掃除で上や横の部分が拭き易い素材だったらいいのにと思います。

26 東京都　 シャープの電子レンジ。解凍タイマーが合ってくれない。

42 兵庫県　 シャープの電子レンジを使っています。 古いので あたためにむらがあります。

41 大阪府　 シャープの電子レンジを使っていますが、ボタンの反応がイマイチで強く押すためボタン部分が傷んできています。

51 千葉県　 シャープヘルシオ クエン酸洗浄をついつい忘れがち・・・。

38 神奈川県　シャープヘルシオ　どうしてもレンジでとしか利用していないことが多い。もっと使いこなしたい。レンジとして使っても２つ３つ一緒にあっためようとすると温まり方にムラがある

59 兵庫県　 シャープヘルシオ　設定用のダイヤルジョグが使いにくくイライラする。

50 神奈川県　シャープヘルシオ　買った当初はいろいろ作っていましたが、から揚げなど時間がかかり、今は温め機能ばかりです。もっと短時間でオーブン料理ができたらいいのですが。

40 兵庫県　 シャープヘルシオ。あまり使いこなせてないのでわかりません

39 新潟県　 シャープヘルシオの温め機能の時間設定ができなくて丁度いい温め具合にならないのが不便だと思っています

50 京都府　 シャープ使いにくいと言うより使い切れてない。難し過ぎて分からない。

42 神奈川県　シャープ製  オーブンで調理する時、庫内の手前と奥で、火の通りが違うので、焼きムラができてしまう。

75 大阪府　 シャープ製　　焼き物をした場合匂いが残り消えるのがおそい

50 福岡県　 シャープ製　ターンテーブルからはみ出すものが回転するときにひっかかってしまうのが不便

52 京都府　 シャープ製。加熱後の食器が熱くて持てない。加熱時間も以前のものより長く感じる。音も少しうるさい。

66 神奈川県　シャープ製。作動音が大きいので、もつと静かだったらと思います。

41 和歌山県　シャープ製ですが、20年以上前に購入したオーブンレンジです。 回転式なので四角い大皿を使えず困りもの…

53 兵庫県　 シャープ製ですが、お肉の解凍ではどうやってもムラが出来る・

53 大阪府　 シャープ製ですが、時間が長くなるとタイマーでも止まらなくなり、コンセントを抜く始末です。

47 埼玉県　 シャープ製のオーブンレンジを使っていますが、オーブン機能が温めてから使用ですが、続けて使うときに必ず温める時間が必要なので使いずらい。

43 神奈川県　シャープ大きさがもう少し小さかったら

43 東京都　 シャ-プ      自動で、温め時間が設定出来ないので、自動設定できたら、いい

48 埼玉県　 スイッチを入れる前にドアを閉めていると電源が入らないのが、面倒。いちいち一度開けないとならないので。48 埼玉県　 スイッチを入れる前にドアを閉めていると電源が入らないのが、面倒。いちいち一度開けないとならないので。

35 福岡県　 スープなどを温めると、必ず器が熱くて持てない。 もっと画期的なものはないのかいつも感じています。

46 岡山県　 すぐに底面の温度が上がってしまって、冷却モードになってあたためられなくなってしまうので使いづらい。
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33 神奈川県　すぐ汚れが落ちたらいいのに…

33 神奈川県　すぐ汚れちゃいます。 庫内の掃除が楽にできたらいいのに。

50 神奈川県　すぐ汚れる

39 神奈川県　スチームの後の結露が気になる！！

38 東京都　 スチーム機能がすぐだめになった。

33 埼玉県　 スチーム機能がついているオーブンレンジの水を入れるところを洗浄するのが面倒。

45 大阪府　 スチーム欲しい。もっと安くなったら買えるのに

24 東京都　 すみません、メーカーとかわからないんですけど…、家で使っているものは追加機能？がなくて、前のやつが一度温めてそれでも足りなかったら、その設定のまま１０秒後と再度温められる機能があってとても便利でした。

49 東京都　 ターンテーブルが弱い

45 千葉県　 ターンテーブルの油汚れが取れない　もっと簡単に取れたらいいのに

50 岡山県　 ターンテーブル式の電子レンジは、大きなトレーやお皿が回らなくて不便だったので、オーブンレンジを買ったけど、トースターの機能が無くて、これまた不便です。

52 兵庫県　 タッチ式のボタンは感度が悪くなって使いにくくなる

53 滋賀県　 ツインバード レンジ内に汚れが付きにくい加工があればいいのに。

59 大阪府　 ツインバード、汚れが付きやすい。

62 大阪府　 ツインバードの電子レンジ、見た目はよいのですが、出来上がった時、音が数回鳴るので、うるさい。電子レンジはやっぱり、「チン」でいい。

47 東京都　 ドアが開けづらい。

60 滋賀県　 ドアにぶつかりこぼしてしまうことがある

63 兵庫県　 どうしても温度にむらがあります。

30 東京都　 トーシバ　お菓子作りや料理をするときにやく焼き過ぎたりこげついたりしてします。状況をみながらもっど調整する機能があればよいのにと思う。

35 埼玉県　 トーシバ もっと均一に温まってほしい

36 福岡県　 トーシバのオーブンレンジ使用してますが温めやグラタン等オーブンするとき時間がかかる為両面や両サイドからも加熱出来ると時短なので良い。

34 埼玉県　 トースター機能があるが普通のトースター単独のもののほうがパンを焼くときには使いやすい。

31 神奈川県　
トーストには使いにくい。（時間がかかる） オーブン機能があるが、焼きムラがでる。前後を変えようと扉を開けると、勝手に換気機能が働いて庫内を冷ましてしまうので困る。 お弁当など、複数の食材が一緒にお皿に乗っている状態でも、ム
ラ無く温められるようにしてほしい。 カレーなどとろみ系や牛乳を温める時、混ぜながら温めてくれたらいいのに・・・。 加熱中に食材の様子が見えると、途中でストップさせるときの目安になる。

31 神奈川県　
ラ無く温められるようにしてほしい。 カレーなどとろみ系や牛乳を温める時、混ぜながら温めてくれたらいいのに・・・。 加熱中に食材の様子が見えると、途中でストップさせるときの目安になる。

42 京都府　 どこのメーカーのでも一緒ですが、ターンテーブル式は真ん中が温まらない・・・ ターンデーブル式でなければ違うのでしょうか？

41 兵庫県　 とびらがおもい

52 埼玉県　 どれもよく機能が多すぎるのと取り扱い説明書がわかりにくいので使いこなせない

25 東京都　 どんなものでも自動的に温めの目安を計算してくれる機能があったらいいなとおもいます。

50 埼玉県　 なかが見えにくい

44 兵庫県　 ナショナル　 いろんな機能がついていますが、結局使わないし使ってもうまく出来上がらない

41 岡山県　 ナショナル  ターンテーブルがなければ掃除がしやすいのに。

46 岡山県　 ナショナル  ドアが開きにくいのでワンタッチで開くようになってほしい

43 神奈川県　ナショナル  レンジ機能が、いまいちあたたまりにくい

61 神奈川県　ナショナル　　掃除がしにくい、

67 兵庫県　 ナショナル　グラタン皿が大きいのでうまく焼きあがらない。

37 埼玉県　 ナショナル　すぐ壊れる・・

69 兵庫県　 ナショナル　ターンテーブルが少し小さいのが難点。もう少し大きいのが良かったと思う。

59 山口県　 ナショナル ちょっと小さいのでピザが入らない 今度はピザが入る大きさを買います

60 神奈川県　ナショナル　機能はあるが説明がいまいち

30 大阪府　 ナショナル 均一に火が通らない真ん中だけ冷たかったりするし 表示通りに温めるといつも冷たい

57 千葉県　 ナショナル　古いので扉の開閉が重くて使いにくい。

41 神奈川県　ナショナル 庫内が暗いので、開けた時電気がつくと良い。

49 東京都　 ナショナル　掃除がしにくい

41 大阪府　 ナショナル 掃除が面倒。

48 神奈川県　ナショナル　中がすぐに汚れてしまう

48 神奈川県　ナショナル　内部に汚れがつきやすい

51 神奈川県　ナショナル、温めムラ

68 千葉県　 ナショナル、解凍がもっと簡単に成ればよい。

51 神奈川県　ナショナル、扉が重い

27 青森県　 ナショナル。 もっと簡単に汚れがおちやすいようにならないか
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57 千葉県　 ナショナル。もう少しコンパクトな大きさだったらいいと思う。

35 大阪府　 ナショナル。よごれないといい。

32 東京都　 ナショナル。乳児がいるため音がうるさいのが気になります。

54 徳島県　 ナショナル。普段、温めたり解凍したりする時、その時間がやたら長いと感じています。もっと早く調理出来ないものかと思います。

47 京都府　 ナショナル：上部が掃除しにくい

44 神奈川県　ナショナル；平均的に暖かくなったらよいのに

38 東京都　 ナショナル・・・オーブンを使った直後にレンジを使えないこと

51 大阪府　 ナショナルオーブンレンジ　鉄板が１段なので、クッキーなどを焼く時に、時間と電気代がもったいない。

48 東京都　 ナショナル使用。 オーブンの温度がうまく使えずに、焼きが足りなかったり焼きすぎたりで、出来上がりにがっかりしてしまうことが多々あります。なので、ついついオーブン料理を避けてしまっています。

40 兵庫県　 ナショナル製のレンジを使用しています。 トースト機能が付いているのですが、もっと強力だったらいいのになとおもいます。

28 東京都　 においがつく。

36 大阪府　 においがなかなか取れないこと。

21 東京都　 ノジマオリジナルブランド、オーブン機能がない

63 神奈川県　ハーマン　５００Wだとパワーが少ない気がする

52 東京都　 ハーマンのもの　古い　オーブン兼用なので加熱時間にムラがある

30 群馬県　 ハイアール 重さが軽すぎるとすぐエラーになってしまうこと

33 東京都　 ハイアール。すぐ汚れるから掃除が大変。

50 大阪府　 ハイアールのレンジはダイヤルだけの調整で難しい

42 東京都　 パナ 1度2～3年くらい経って故障し修理代が高額だった

73 千葉県　 パナソニック　　 ターンテーブルなので、レンジ内の大きさがもう少しほしい。

42 神奈川県　パナソニック　　　温めにムラがある

47 神奈川県　パナソニック　　　今度買うときは、もっと、いろいろな機能をあるのを買いたいと思っています。

55 大阪府　 パナソニック　　レンジを使ったあとの内部にたまった水滴が気になる（錆が出るかと）

26 東京都　 パナソニック  庫内の掃除がし難く、音が煩いと感じるので静音で掃除が簡単な汚れや臭いが付きにくい電子レンジだと良いのにと悩んでいます。

58 大阪府　 パナソニック　　庫内の掃除がめんどくさい

36 千葉県　 パナソニック  庫内の天井がザラザラしてて、掃除しにくい。

52 東京都　 パナソニック  使いにくいことはないが、もっと時間が短くなればよい。

35 東京都　 パナソニック　　終了の音楽の種類が沢山有ったらいいのに

47 兵庫県　 パナソニック　　調理に使いますが、庫内がもう少し大きいのを選べば良かったと思います。

63 大阪府　 パナソニック  同じ食品でも複数一緒に温めると温度差がある

30 群馬県　 パナソニック　850W オートの時に加熱しすぎて皿が熱くて持てなくなるからもっと短めにしてほしい。 冷凍食品で裏に書いてあるように加熱しても冷たい。

41 愛媛県　 パナソニック　オーブンの予熱が時間がかかりすぎる。

53 北海道　 パナソニック　オーブンレンジですが、レンジしか使っていません。オーブンは暑くなるし、危険なので使えません。

47 香川県　 パナソニック　オーブン機能を使った後、庫内が冷えるまでレンジが使えない。

58 神奈川県　パナソニック クイックボタンのメニューがたくさんあるけれどなんとなく使いにくい。もっと普通の料理に使えると嬉しい。

47 大阪府　
パナソニック　スチームオーブンレンジで色々な機能はついているのですが、普通のあたためと飲み物のあたため、解凍、根菜や野菜を蒸す機能ぐらいしか使えていません。オーブン機能などももっと手軽に使えたらと思いますが、トレイが大
きくて手入れがちょっと面倒な気がしてあまり使えていません。解凍も半解凍の機能があるといいとおもいます。

47 東京都　 パナソニック　スチームの電子レンジですが、お水を入れるケースが取り出しにくい。もっと簡単にして欲しい。また、温めなどのボタンのカバーがはずれてしまう。

55 茨城県　 パナソニック　ドアが重いので軽い仕様にして欲しい。

56 東京都　
パナソニック　パンをトーストするとカスがレンジ内の底に落ち、その都度ターンテーブルを外して掃除しないと次に使用する時に危険である。ターンテーブルをその心棒にきちんとはめてから再使用するのが、毎回面倒である。レンジ内の底
に落ちたカスを受けとめて、それだけを簡単に外せる構造になっていると使いやすい。

48 神奈川県　パナソニック　ビストロ　グリル皿が1枚しかついていないのがとっても不便。買い足すのは価格が高い。

31 神奈川県　パナソニック　ピストロ　機能が沢山ついていますが、それぞれ予熱にとても時間がかかるので、使用するのはレンジ機能がほとんどです。

44 大阪府　 パナソニック　ビストロ　個別操作がわかりずらく面倒

58 東京都　 パナソニック ビルトインタイプなので、交換が大変。

33 大阪府　 パナソニック ヘルシオ ドアが重くてあけにくい

35 和歌山県　パナソニック　むらがあります

59 東京都　 パナソニック　もっとかんたんに操作できたらいいのにと思います。

45 福岡県　 パナソニック　もっと消費電力が少なかったらエコにつながるのでいいと思います。45 福岡県　 パナソニック　もっと消費電力が少なかったらエコにつながるのでいいと思います。

34 東京都　 パナソニック もっと単純な操作だったらいいのに

34 北海道　 パナソニック　もっと容量が大きかったら便利だなあと思います
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39 大阪府　 パナソニック レンジで温めるとムラがある

54 東京都　 パナソニック レンジを自動で温めるとかかりすぎる。

25 東京都　 パナソニック ワット数がもっと高いほうがいい

38 大阪府　 パナソニック 一人暮らし用に買ったので中が狭くて使いにくいです。 もっと大きなものを買いたいとは思っていますがそうなると場所をとりそうなので迷っています。

46 愛媛県　 パナソニック　運転時、庫内が明るくて見やすいといい

58 兵庫県　 パナソニック　汚れがとれにくい。簡単に汚れが取れるようにしてほしい

51 大阪府　 パナソニック 汚れが落ちにくい

56 大阪府　 パナソニック　温まり方が温度通りではないこと

45 大阪府　 パナソニック　温めでしっとり仕上がればいいと思う

50 兵庫県　 パナソニック　温めムラが出る。

27 埼玉県　 パナソニック 音がうるさい

36 神奈川県　パナソニック　解凍に時間が掛かる

49 大阪府　 パナソニック　結局オーブンは殆ど使わずレンジだけしか使ってないので、天板を替えたりせずに使えるオーブンレンジがあればいいのに、と思う。

50 東京都　 パナソニック　庫内が汚れるが掃除がしにくい。

51 岡山県　 パナソニック 庫内のライトが稼働中に点灯しないので、庫内の様子を観られない

40 大阪府　 パナソニック　庫内の汚れが気になる

36 広島県　 パナソニック 使い方が簡単だったらいいのに

63 福岡県　 パナソニック 自動ですると温まりすぎるときと冷たい時がある。

37 兵庫県　 パナソニック 自動で温めた時に、冷たい所がある時がある。

43 神奈川県　パナソニック 自動の設定で飲み物を温めると沸騰してるのに、まだ稼動してて吹きこぼすんです！  だから見てないといけない！  １分だって忙しいのに！ 加減が分からないバカチンです！

37 東京都　 パナソニック 自動温めでは適温にならない。 表面だけあたたかく、中が冷たいということがよくある

46 東京都　 パナソニック　焼きムラ、温まりのムラがもう少しないといいですね

45 大阪府　 パナソニック 上下で2品料理が作れるんですが、レシピ本通りに作らないと作れない。

40 大阪府　 パナソニック　蒸気の水を入れるのがとても面倒です。

50 神奈川県　パナソニック 食品を入れてからパネルにスイッチが表示されるまで時間がかかる、急いでいる時はイライラする

55 鹿児島県　パナソニック　掃除がしにくい。

49 神奈川県　パナソニック　掃除しやすかったらいい

55 大阪府　 パナソニック　多種器でも電子レンジが可能になるようにして欲しい。

40 新潟県　 パナソニック 中身が狭いので、もう少し広かったら使いやすいのに

62 大阪府　 パナソニック　調理時間の目安が難しい

31 兵庫県　 パナソニック 内部の汚れがもっと拭き取りやすいと嬉しい。

43 兵庫県　 パナソニック　熱くなりすぎる

28 大阪府　 パナソニック 冷凍ごはんをもっともちもちにあたためたい

67 千葉県　 パナソニック　冷凍肉の解凍が全体にうまくできない。長くすると一部だけ煮えたようになり短くすると固いのでまんべんなく解凍できるようなレンジが欲しい。

53 東京都　
パナソニック，中心の識別位置に食材を置かないと均等に温まらず、美味しく食せないので改善が必要。一方、冷凍スパゲッティは、中心が凍ったままなのに周りは面が乾燥するくらい熱くなってしまうため、例えば高温の蒸気で一瞬で温める
機能があれば良いのに、と思います。

72 埼玉県　 パナソニック、600ｗがつかえるおおきいサイズで、なんでもできるものを買った いつもすこしのものの料理がおおいので、もっとちいさいもののほうが、電気量がすくなくてすみのかなとおもっている

50 神奈川県　パナソニック、オーブントースターにもなるが、トーストが焼けるのに時間がかかる。

58 静岡県　 パナソニック、スチーマーがついていないので、簡単につけられればいいな。ヘルシー料理が簡単に

65 大阪府　 パナソニック、スチームが利かない

35 大阪府　 パナソニック、トースター機能が、もっと短時間で使いやすいとありがたいのに！

31 埼玉県　 パナソニック、ビストロ 説明書には使い方が例を出して書いてあるが、なかなかそんなのを見ながら作ることはできない。クックパッドみたいにスマホで見れて、レシピがあると簡単で使ってみようと思う。

66 東京都　 パナソニック、ビストロ、スチームあたために時間がかかること。

27 京都府　 パナソニック、ビストロを使用。さんまを焼くとしばらく匂いがとれない。消臭効果のあるオーブンレンジならいいのに！

47 兵庫県　 パナソニック、レンジちんする時に庫内のプレートをいちいち取り出すのが面倒

52 京都府　 パナソニック、液晶画面が見づらい（斜めであれば見やすい）

61 兵庫県　 パナソニック、温度設定して温めても中心部が冷たい。中心部と表面を均一に温まれば、と思う。

35 兵庫県　 パナソニック、解凍をレンジの表示通りにしても、自動解凍にしても うまく解凍できない。

58 東京都　 パナソニック、機能が多すぎて使いこなせないので、シンプル機能で充分です。

34 兵庫県　 パナソニック、自動温めに、弱めがないのが不満。以前使っていたのにはあった機能。



年齢 都道府県 日ごろ使っている「電子レンジ・オーブンレンジ」について、メーカー名と、使いにくい、不便、もっと○○だったらいいのに、と思うことを自由にお書きください

43 兵庫県　 パナソニック、少量を温めるのがうまくいかない。もっと細かい設定ができたらいいのに

51 静岡県　 パナソニック。 オーブンの天板が置けないタイプなので、天板が置ければ、オーブン機能がもっと使えるのにと思っています。

31 兵庫県　 パナソニック。 汚れの拭き取りがもっと楽なら嬉しい。

44 神奈川県　パナソニック。 暖めむらができるので、何度もやらなければならない。

60 神奈川県　パナソニック。ジャガイモを自動設定でやわらかくする時に時間通りやるとジャガイモの一部がやりすぎになりパサパサになる。

72 兵庫県　 パナソニック。もっといろいろな機能が多くなってほしいです。

33 福岡県　 パナソニック。もっと簡単に出来たらいいのに。

35 神奈川県　パナソニック。レンジ使用でタレなどが吹きこぼれてしまった場合に、何度擦って洗剤をつけて落とそうとしても、落ちないので使いにくいです。

47 兵庫県　 パナソニック。引手がつかみやすければと思います。

52 神奈川県　パナソニック。温めムラが多いです。

49 京都府　 パナソニック。温め機能が弱い。均等でない。

29 大阪府　 パナソニック。蓋が重いので明け閉めの時にバンっと音がなってしまう。もうちょいソフトに閉められるようにしたい。

50 東京都　 パナソニック。庫内の汚れが掃除しにくい構造を改善してほしい

62 兵庫県　 パナソニック。少々音が大きい。

63 埼玉県　 パナソニック。多機能ですが使いこなせません。

60 大阪府　 パナソニック。白い部分がどうしてもやけて、古びた感じ。

35 石川県　 パナソニック/均一に温まればいいなと感じます

43 広島県　 パナソニック：コンビニのお弁当の書かれているワット数が違うので、コンビニ商品や冷凍食品の暖め時間が分からない。 商品に書かれている時間やワット数が違っても、いつでも　美味しく食べれる時間に設定できるようにして欲しい。

56 神奈川県　パナソニック：ターンテーブルがあるのが不便。家が狭いのでもっとコンパクトだといいのに。

34 千葉県　
パナソニック「3つ星 ビストロ NE-BS601」レンジ機能において、ステップが多く多少の煩わしさを感じます。機械音痴な人は覚えるのが手間かも・・・またグリル皿について、左右と前後の面が決まっているため、お菓子を焼く時などに余熱を逃
がしたくないと急いでグリル皿をセットしようとすると引っかかる時があります。どの向きでも入るようになって欲しい。

62 東京都　 パナソニック・・・オーブンで20分位の料理を作った後、本体が熱くなっているためか、温めなどしようとしてもすぐに出来ないので本体が冷めるまで使用出来ないのが不便。

45 埼玉県　 パナソニック・・・古いせいか、温めると熱くなりすぎたり、お肉の解凍をするとお肉が温まりすぎて変色してしまったりするので、もっと中の食品を確認できると良いのにって思います。

45 兵庫県　 パナソニック・解凍時間を短縮できたらもっと便利になると思います。

44 大阪府　 パナソニックオーブンレンジ　パンを作るのに発酵する時、エコのため暗くて中が見えないのでどのくらい膨らんでいるのかわからない。

31 東京都　
パナソニックです。 ２３０度までの予熱機能がありますが、焼成は２００度までしかできません。 ピザなどを焼くとき、大概、２５０度で６分などと書いてあるので、もっと高級な製品（機種）ならできるのかな？もちろんきちんと料理できるのです
が、疑問に感じています。

63 東京都　 パナソニックです。 オーブンを使うと、ガラスコーティングの面がこげてきます（汚れ） いつも拭いているのに。

42 大阪府　 パナソニックです。最後にチンっていいますが、あの音を鳴らないようにしたいです。

45 神奈川県　パナソニックです。内側の掃除が面倒です。臭いも付きにくいと言っていた割にはしっかり付いてしまうので頻繁にアルコールで拭いてます。

29 東京都　 パナソニックと日立　どちらも幅が狭いのが残念なところです。実家のリフォームを機会に幅広いＡＥＧの機種に変更予定です。

42 大阪府　 パナソニックのBistro買いました！でも思った以上に活用してない…だって揚げない唐揚げが巧くいかないんだもん～

25 神奈川県　パナソニックのオーブンレンジ　オーブンのパワーがいまいち足りない

31 愛知県　
パナソニックのオーブンレンジ。 下はフラットで掃除しやすいけど、上はさすがにフラットじゃないので掃除がしにくい。全部フラットだったら良いのに。 後は色々な機能が付いているだろうけれど、説明書兼レシピを見ながら出ないと使えないの
で、見なくても使いこなせると良いと思う。

45 東京都　
パナソニックのオーブンレンジ。コンビニの四角いお弁当が回転しない。レンジによってパワーが違うので、表示時間通りにやると焦げたり冷たかったりするのが困る。あと、取説にあるレシピ通りに作ってみてもなんか上手く行かない。。ふた
のままチンをするのか、しないのか、ラップでくるんでチンなのかその辺りも明記してほしい。

50 奈良県　 パナソニックのオーブンレンジを使っています。以前のシャープのオーブンレンジは温めボタンを押したら勝手に適温まで温めてくれましたが、今のものは１回では温まらず手間がかかります。

29 愛知県　 パナソニックのオーブンレンジを使っていますが、オーブンが使いにくいのであまり使いません。使い方がわかりにくいし、本体がかなり熱くなるのでまわりのものを片付けたり面倒です。

43 埼玉県　 パナソニックのオーブンレンジを使用していますが、オートで温めると自動的に量をみて温めてくれるとの説明でしたが、あまり温まりがよくないのが不満です。

42 東京都　 パナソニックのオーブン電子レンジを使っているがフラットなので、回転テーブルの電子レンジに比べると温まりが悪い気がする。温まっているところに偏りがあって全体が均一に火が通らない。

62 大阪府　 パナソニックのステームオーブンレンジを使っています。 用具を使う場合がちょっとめんどくさいですが・・・・ もっと色々レーパートリーを増やしていきたい””

44 愛媛県　 パナソニックのビストロ オーブンで、途中で時間変更が出来ない。

38 長野県　 パナソニックのビストロ　多機能すぎて使いこなせないこと。

31 北海道　 パナソニックのビストロ 冷凍食品をパッケージの表示通りに温めてもムラができる。

31 兵庫県　 パナソニックのビストロ、もっと庫内の掃除が簡単にできたらいいのに

44 京都府　 パナソニックのビストロで進化しすぎて使いこなせてないです。

42 大阪府　 パナソニックのビストロを購入したが、サイズが大きすぎる点とレシピ通りにうまく行かない点があまり納得してない。

28 埼玉県　 パナソニックのものを使っています。ピザを焼くことが多いのでもっと天板が大きかったらなぁと思います。

31 東京都　 パナソニックのものを使用しています。回転テーブルが無いためか、解凍や温めの際にムラができることが多いのが、不満です。

44 千葉県　 パナソニックのレンジ。 冷凍食品を解凍すると温かさにむらができてしまうのでなんとかならないかと思っています。

65 千葉県　 パナソニックのレンジを使用。中央とまわりの温度の差が気になる。

67 愛知県　 パナソニックの単機能電子レンジを使っているが、一度スタートすると途中で調理時間を変更できないのが少し不満（以前使っていたものはダイヤル式で途中でも変更が出来た）。
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52 栃木県　 パナソニックの電子オーブンレンジを使用してます。グリルパンの設定位置が３段階ありますが、あと二段階多い五段階ならいいなと思います。

40 東京都　 パナソニックの電子レンジ。解凍モードの際に解凍のされ方が均一だったらよいと思っています

34 奈良県　 パナソニックパワーが強かったらいいのに

40 埼玉県　 パナソニックビストロ いくつか一緒に入れるとどれかは温まっていないことが多い。

43 大阪府　 パナソニックビストロです。吹き零れで庫内がよく汚れます。

34 岡山県　 パナソニックを使っていますが、少し型が古いためか、内側が掃除しにくい。ボコボコしているし、掃除しても綺麗にならない。 臭いがこもって臭い。

23 兵庫県　 パナソニック製 機能が多すぎて使いこなせない。 もっとシンプルでいいものはないですか？

67 兵庫県　 パナソニック製、蒸す料理の時水を入れなければならない。もっとボタン１つ押せば簡単に料理ができたらいいのに。

55 北海道　 パナソニック製です。もう少し中のサイズが大きかったら、数種類の素材を同時に調理出来るのですが、サイズが中途半端なので不便です。

47 千葉県　 パナソニック製です。温め直しのときにムラがでてしまうのが使いにくいと思います

51 静岡県　 パナソニック製のオーブンレンジ。 オーブン機能が、時間がかかりすぎたり、天板がなく、すのこ板のようなものがあるだけ

52 神奈川県　パナソニック製のオーブンレンジを使っています。「ターンテーブルが回転しないで固定していてくれれば、大きなお皿に盛り付けた料理もレンジで温められるのに」といつも思っています。

58 大阪府　 パナソニック製扉を開けただけで電源が入ってしまいランプもランプもついてしまう事

43 大阪府　 パナソニック製品のオーブンレンジ愛用 自動コースの内容が少ない。使用用途に応じたコース設定の充実化を望みたい。 また、使用後の本体加熱温度が高すぎるように感じる。放熱化を含め、製品の設計を見直してほしい。

34 愛媛県　 パナソニック電子レンジを１０年以上使ってますがお皿が洗うのめんどくさいくて汚れがたまる

40 香川県　 パンが一段しか焼けない

64 京都府　 パンを焼くとき、レンジの背面が高温になる。どこのメーカーでもなるのかも知れないが、キッチンボードに置くことが出来ない。

28 滋賀県　 パンを焼くのに時間がかかりすぎる

29 大分県　 ビストロ。二段でもパンがきちんと焼けてほしいです

34 兵庫県　 ビストロのスチームオーブンレンジを使っているけれど、天板が３枚あり、収納場所に困っている。。底や裏に隠せたり、そのまま電子レンジOKになったり、もっとスリムになればいいと思う。

24 静岡県　 ヒタチ オーブンの鉄板がなく、白いプレートが汚れてしまう。

43 京都府　 ヒタチ　これといった不満はないが、庫内の汚れがさっと落ちるとうれしいです。

25 東京都　 ひたち　解凍するのに　たんくに水をいれるのが面倒

33 埼玉県　 フタ(扉)が分厚いので、狭いスキマにぴったり配置すると、開けにくくて大変

41 神奈川県　ヘルシア（シャープ）インテリアに合うカラーを出して欲しい

52 東京都　 ヘルシア。温める位しか使っていません。使いこなせない。使い勝手が分かりずらい。

39 北海道　 ヘルシオ   オーブンを使った後に電子レンジを使うのに温度がなかなかさがらず使えなくなるのが不便

36 茨城県　 ヘルシオ　　いちいち水を入れないといけないのが面倒

37 和歌山県　ヘルシオ  色々機能があって使いこなせない

32 京都府　 ヘルシオ いろいろな料理ができるみたいだが、時間がかかるので使っていない。 もっと短時間でできたら活用するのに。

37 兵庫県　
ヘルシオ ウォーターオーブンに惹かれて購入したが結局ほとんど使わず、レンジとオーブン機能のみしか使っていない。 自動メニューがたくさんあっても、結局説明書を見て量を確かめたりと手間が増えるだけで使いづらい。 レンジ機能が悪
すぎる。温めるとすぐ固くなって、家族にも不評。

34 大阪府　 ヘルシオ　シャープ　もっと大きかったらいいなと思います。家族が多いので。

35 埼玉県　 ヘルシオ スチームを使用した後の水滴処理が面倒なのと、スチーム使用後、水を捨てるのを忘れて再度使用した時に水を溢れさせてしまうので、水を捨ててのお知らせをして欲しい。

41 東京都　 ヘルシオ　パンを良く作るのですが、オーブンの温度がもう少し高温設定をできるものが良かった。オーブンの焼きむらがあるのが残念。

36 神奈川県　ヘルシオ　レンジの中が黒いので汚れが分かりにくくて困ります。

56 東京都　 ヘルシオ　時間がかかる。

40 埼玉県　 ヘルシオ 水蒸気は水の処理が面倒でほとんど使わずにもったいなかった。 シンプルで小さいサイズのものがほしい。

40 東京都　 ヘルシオ 説明書がわかりにくく、使いこなせていない

38 大阪府　 ヘルシオ 掃除がしにくい！ デカイ！！

33 福岡県　 ヘルシオ、サイズが大きくて食器棚のレンジ置き場に入らない。もっとコンパクトだといいのに。 水のオーブンは通常との違いがよく分からない。

35 神奈川県　へルシオ、機能の色々付いたのを買ったけど、主に使うのはあたためとレンジくらいで、シンプルなもので良かったかも。

30 千葉県　
ヘルシオ、体に優しいヘルシーな料理が作りたくて購入しましたが掃除が大変なのと中が意外と狭くて困っています。最近は蒸しと焼きが上下段でそれぞれ一気にできるもの、掃除が簡単なものが出てきているので、購入出来たらいいなと
思っています。また、今は食パンのみできるホームベーカリー併用オーブンレンジが出ていますが、それ以外のパンもできるオーブンレンジが出てきてくれたらとっても嬉しいです。

30 大阪府　 ヘルシオ。 単にパンをトーストするだくのことなのにタッチパネルを何回かタッチしてメニューから選ばないといけないので面倒。

30 福井県　
ヘルシオ。 年代が古いからかもしれませんが、揚げ物をつくれますが、どうしてもしなっとしてしまってカラッとはなりません。カロリーが低く揚げ物が作れるのだから、カラッとしてほしいです。 あと、解凍の精度があがると使いやすいです。解
凍されきっていないか少し火が通った感じになってしまうので。

45 兵庫県　 ヘルシオ。スチーム機能は便利だが水を入れたり出したり掃除も面倒。

36 大阪府　 ヘルシオ。ヘルシーだけどパワーが足りない気がする。

35 埼玉県　 ヘルシオ。減塩にして魚を焼きたくて買ったけど、やっぱり美味しくなくて使っていない。スチーム機能がついているけど、使ったあとの掃除が大変で使っていない。

45 東京都　 ヘルシオ：買ってみたのは良いものの、つかいきれていない

49 大阪府　 ヘルシオ・さっくりあたためとしっとり温めのコース出来は良いが時間が長い  上下同時に調理できないか
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41 千葉県　 ヘルシオは大きくて場所を取り過ぎる

43 愛知県　 ヘルシオを８年くらい使用しています・・・よくママ友とも話しますが、シンプルが一番だともいます！オーブンとチン機能だけで十分です・・・。価格を下げ購入しやすくするとともに、省スペースが便利だともいます。

26 東京都　 ヘルシオをつかっていますが、温めボタンで温めると、いつも温めすぎて、熱かったり、変形してしまう。

30 千葉県　 ヘルシオを使っている。 いろいろ機能があって便利だと思うけど、使いこなせていない。 揚げものとかもできるけど、中まで火を通すのが難しいです。

28 三重県　 ヘルシオを使用しています。 パンをトーストするのにどれを押すかわからなくなるなど簡単な調理が意外とみつけづらい

37 神奈川県　ヘルシオ使用　　　レンジ周りがすぐに汚れる

55 大阪府　 ヘルシオ使用しているが、回転しないのでレンジにムラが出る

53 千葉県　 ボタンが多すぎる

50 東京都　 ボタンの押し具合が悪くなる。

39 東京都　 ミーレ　スチームが弱いこと

39 東京都　 ミーレ　ファンの風力が弱い

32 青森県　 みつびし、オーブン機能がイマイチ。

45 神奈川県　ミツビシ。掃除がしにくい。汚れが落ちない

58 和歌山県　ミツビシのオーブンレンジ・・庫内が狭いので、一人分しか温められない。

44 静岡県　 むらがなくあたためたい

37 東京都　 メーカー　シャープ　庫内が狭いのでシフォンケーキなどを焼くと上がついてしまう。もっと広ければいいなと思います。

40 茨城県　 メーカー：サンヨー。ターンテーブル式のオーブンレンジですが、経年劣化（約２０年使用）でターンテーブルが回らないときがあり、温めなどにムラができてしまいます。次に購入するものはターンテーブル式ではないタイプにしたいですね。

50 東京都　 メーカー：シャープ かなり古い電子レンジなので、庫内が狭いので広々とした庫内のレンジで大きな耐熱皿でグラタンやラザニアを作りたいです。

61 神奈川県　メーカー：パナソニック　 型落ちの商品で複数のものを同時に温めることができなく、別々に温めないといけないことが不便。使用後の清掃がもっと楽だったら嬉しい（ふき洗いしても臭いが残ってる感じがする）。

39 神奈川県　メーカー：三菱 もっと、お手入れが簡単だとよいのにと思います。

68 大阪府　 メーカー：東芝オーブンレンジ 　　　　　オーブン機能を使用してパンを焼くのに時間がかかるので 　　　　　トースターが必要。１台で２役の機能があれば大助かり。

44 京都府　 メーカー：無印良品  電子レンジは問題なく使えるけど、トースター機能がいまいちです。 こんがり美味しくパンが焼けないし、ピザトーストもチーズが溶けない。。。 もっとトースター機能がしっかりしてほしかったです。

29 千葉県　
メーカーはナショナルです。 クッキーやケーキなどを焼くときにオーブン機能を使用しますが、鉄板の位置によって焼け具合が異なるため、焦げる部分と生焼けの部分ができてしまい、不便に感じています。均一に熱がいきわたるような商品が
欲しいです。

35 福岡県　 メーカーは東芝です。特に使いにくいとは思いませんが、温める目安の時間の表記があまり書いていないので、少し分かりにくいです

30 東京都　 メーカー関係なく、味噌汁が吹きこぼれる前に止まるのが欲しい！

61 神奈川県　メーカー不明。ビルトインで下部にあって使い辛い。

42 愛知県　 メーカー忘れてしまったけど、もっと、中が汚れにくかったらいいのにとは思う

59 新潟県　 メーカー名　パナソニック 庫内がもう少し広いといいのにと思います

49 大阪府　 メーカー名　不明 レンジの掃除が面倒。うまく掃除できない。 もっと簡単にできればいいのに。

67 東京都　 メーカー名：Panasonic　 古い機種のせいか、温まるまでの時間がかかる気がします。もっとはやければいいのにと思います。

72 千葉県　 メーカー名:シャープ　　電子レンジの加熱ムラがある。

65 東京都　 メーカー名：パナソニック、食べ物が破裂するときがあるので何とかならないのかなと思っています。もちろん、必要なときはラップをしていますが。

63 兵庫県　 メーカー名：東芝 使い始めの頃はONとOFがうまくいかなかったんですが、今は慣れました。 掃除しにくいことと、細かくタイム設定できない。

35 兵庫県　 メーカー名：不明 もっと掃除が楽だったらいいのにと思います

56 愛知県　 メーカー名シャープ…電気を食いすぎる。

51 東京都　 メーカー名は覚えていません。スイッチの効きが悪い。

56 神奈川県　メーカー名は東芝です。オーブンを使った後にレンジがすぐに使えないこと。

28 宮城県　 メーカー名わからない。オーブン機能がついてないとトースターも焼けない。 チンの音楽が変更できる機能がほしい。皿のストックが欲しい（壊れたり・こげついてしまったときに取り替えたい）

42 大阪府　 もう少し中が広かったらいいのにと感じます。

42 東京都　 もっと、大きいお皿だとしっかり回って、解凍できる。

43 広島県　 もっと、丁度良い具合に、簡単に調理できたら、いいなあと思います。

41 兵庫県　 もっとコンパクトで機能的なものが欲しかったりする。

30 埼玉県　 もっとコンパクトならいいのにと思います

23 岩手県　 もっと使い方がわかりやすいのがいいな、とは思っています。

28 福岡県　 もっと掃除が楽にできたらいいのに…と思います。

30 鹿児島県　もっと掃除しやすいと嬉しいです。隅々にカスがつまりやすい。あとオシャレ感があるオーブンレンジが増えてほしい。黒、赤が多すぎる

43 大阪府　 もっと掃除しやすかったらいいのに

34 東京都　 もっと掃除しやすかったらいいのに

39 愛知県　 もっと掃除しやすかったらいいのになぁって思います。どのメーカーも掃除しにくい。。。
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51 東京都　 もっと掃除しやすくしてほしい・シャープ

72 埼玉県　 やはり、トーストは時間がかかるとおもう、トースターのほうがはやくうまくやける

52 東京都　 ヤマゼン。レンジは単機能で充分。　以前オーブンレンジを持ってたけど、結局オーブン機能は使わなかった。

29 熊本県　 よくパンを作って焼くのですが焼板が一枚しかないので一回に焼ける個数が少なくて不便です。

55 千葉県　 リンナイ　 使用方法がもっとシンプルならよかった。ちょっと複雑

59 埼玉県　 リンナイ　ガスオーブンレンジ スチームが付いていない

75 東京都　 リンナイ電子レンジ　おおき過ぎて電気をくいすぎているようだ。

30 大阪府　 レンジしている間、中の様子が見えにくいのでもう少し見えやすかったらいいのにと思います。

41 埼玉県　 レンジだと電気代が気になって調理はほとんど使いません。 利点をもっとアピールしてほしい

40 愛知県　 レンジの加熱ムラがあって困る。天ぷらがカラッと温められるといい

52 北海道　 レンジの過熱ムラは気になります

31 大阪府　 レンジの周りの汚れの掃除がめんどくさい上なかなか取れないので苦戦している。

41 栃木県　 レンジの天井の油汚れがなかなか落ちない。オーブン機能を使おうとすると、その油汚れから煙が出でしまいとても焦げ臭い。

37 東京都　 レンジ皿を洗うのが面倒

45 神奈川県　ワット数の違いがよくわからない

38 石川県　 一皿しか調理できないので、一緒に違う料理を一度に調理できると理想的です。

54 愛知県　 引っ越しに伴いオーブンレンジヘルシオを購入したのですが、機能がたくさんありすぎて、結局電子レンジの温め機能した使っていません。 説明書を見なくても、使いこなせるようにしたいです。

40 大阪府　 液晶画面がもっと大きいと年寄りなんか助かるとおもう。

68 東京都　 液体を温めていると、時々時間前にあふれてしまう。どうにかならないでしょうか

35 神奈川県　汚れがこびりついて取れない

48 東京都　 汚れがこびりつかない構造だといい。

37 千葉県　 汚れがもっと取りやすくしてほしい

40 東京都　 汚れが水拭きでもすぐに落ちるといいですね。

45 愛媛県　 汚れが付きやすくて毎日掃除しなければならないのが不便です。自動で掃除してくれる装置があればいいのにと思います。

31 愛知県　 汚れが落ちにくい

28 兵庫県　 汚れが落ちにくいので掃除機能がついていたら、良いと思う。

39 東京都　 汚れが落ちやすいとよいのだが。

32 沖縄県　 汚れた時に掃除が面倒臭い、東芝製のオーブンレンジ

33 三重県　 汚れにくいといい　ナショナル

42 神奈川県　汚れ防止機能が欲しい

38 大阪府　 温まらなかったり温まり方にむらがあったり、回転皿があった頃はこんなことはなかったのに・・

40 神奈川県　温まりすぎる

40 神奈川県　温まりすぎることがある

49 石川県　 温めボタンを押すと加熱しすぎてしわしわになる。ワンタッチでちょうどよい温度にしたい。シャープ

56 滋賀県　 温めムラが多い

46 三重県　 温め時間がレンジによって違う。足らなかったり、熱すぎたり・・・するので、同じになるとよい。

32 新潟県　 音がうるさい

23 東京都　 加熱されている食品の温度が、温め中も随時わかったらいいのに・・・ と思う。

42 千葉県　 加熱しすぎてしまうのが困ります

43 東京都　 加熱しすぎることが多いので、食品をちょうど良い状態に温めて、知らせてくれるセンサーがあるといいです

66 埼玉県　 加熱にむらがある。

43 山口県　 加熱に時間がかかる

36 神奈川県　加熱ムラが気になります。

43 兵庫県　 加熱ムラのない、温め機能がほしいです

30 愛知県　 加熱後、蒸気でヤケドしそうになるので開けやすくしてほしい

24 宮崎県　 家のレンジは、耐熱ボールでレンジしても、ビビーと青の光がでますｗｗ 回る電子レンジですが、回るか回らないか指定できると良いなと思います。

43 愛知県　 我が家の電子レンジは年代もので、Nationalです。温めにむらがでるところが不満です。

32 千葉県　 我が家は日立のもので、水を入れてスチームする機能があるのですが、面倒だし不衛生な感じがします。

40 神奈川県　会社の電子レンジ　７００Ｗと５００Ｗの２種類の設定があるのですが冷凍食品の温め見ると５００と６００Ｗで・・・・５００Ｗを選ぶと時間が長すぎて設定できない・・・・



年齢 都道府県 日ごろ使っている「電子レンジ・オーブンレンジ」について、メーカー名と、使いにくい、不便、もっと○○だったらいいのに、と思うことを自由にお書きください

51 宮城県　 解凍がいまいち。溶けていなかったり、逆に焼けていたり。

62 兵庫県　 解凍がうまくいきません

28 大阪府　 解凍がうまくできない

51 千葉県　 解凍がスムーズにできると良い　刺身など煮えてしまう

58 神奈川県　解凍にいつも失敗します。解凍キーがついていますが、時間がかかりすぎるので、使いません。自分でやるのですが、いつも失敗。肉は、両はじだけ、火が通ってしまうし、ひき肉は、真ん中だけ未解凍。いつも、がっかりです。

42 兵庫県　 解凍に時間がかかるし、未解凍だったり端が火が入ってしまっている

42 愛知県　 解凍ボタンで解凍すると熱が入りすぎる。

51 京都府　 解凍ムラが出来て、焼けてしまうことがある ターンテーブルなので、大きなものを入れると引っかかることがある

59 兵庫県　 解凍機能がムラになる。（ナショナル）

42 神奈川県　回転時の音が静かだったらいいなと思います。SANYOの２００１年制なので、、、買い替えですかね(;´・ω・)

42 大阪府　 回転式なので多く入れると動かなくなる

42 栃木県　 外国製でメーカー不明。ターンテーブルがすぐずれてしまうのが悩みです。

41 東京都　 外国製なので機能がちょっと少ないのが難点です…

26 岡山県　 各調理専用コースがあるけれど、説明書を開くのが面倒。殆ど使ったことがありません。 そんなコースは無くても良いからスチームオーブンレンジ機能だけのシンプルな商品を作って安く販売してほしい。

31 東京都　 活性酸素の出ない、電磁波で温めない電子レンジがあったらいいのに、そうしたら使うのにと思います。電子レンジの危険性を知ってから、我が家では一切使っていません。

31 東京都　 完了の音の回数や大きさが設定できればいいのだけれど・・・

44 兵庫県　 機種によってでき加減が違う

34 東京都　 機能がありすぎて、すべて使いこなせていない。

32 和歌山県　機能が多いが使いこなせない

46 大阪府　 機能が多すぎて使いこなせない。もう温めるだけでいいです。

33 北海道　 機能が複雑で使い方をその都度調べるのが面倒。いつも、同じ機能しか使わなくなってる…

38 埼玉県　 牛乳などの飲料が爆発しないと良いと思います。

43 大阪府　 魚やイカヤタコを調理するとき爆発する

31 東京都　 結局、電子レンジ機能しかほとんど使っていない。

45 神奈川県　結局スチーム機能を使わない

46 富山県　 現在使っているのはヘルシオではないがシャープの製品。ターンテーブルがないので加熱ムラが若干あるのと、扉が横開きでないので奥の方の拭き掃除がやりにくい

48 東京都　 古いので庫内は広いですが、お掃除が大変！

39 茨城県　 古い電子レンジが現役なので、掃除がもっとしやすかったらいいのにと思います

33 滋賀県　 庫内の汚れがもっと簡単に取れればいいのに。

70 石川県　 庫内の汚れが気になります。 内壁やターンテーブルの汚れなど・・・。 自動で掃除してくれる機能があれば嬉しいです。

51 東京都　 庫内の汚れが気になります。庫内の壁がフッ素加工してあり汚れがこびりつかないようにしてあれば嬉しいけど。

58 兵庫県　 庫内の汚れが掃除しても取れないのが悩みです。

64 東京都　 庫内の掃除がしにくい

49 埼玉県　 今のレンジは回転しないので、 ムラが出来て困ります

53 大阪府　 今のレンジは機能が多すぎて高齢者には不向き。 高齢者が使用できる簡単で大きな表示で操作ができるレンジがあれば助かります。現在，いない時に操作できるようテプラ等で表示してても間違えて操作している時があります。

30 大阪府　 今はTOSHIBAのレンジを使っています。オーブン機能で200℃でかけ始めて、やっぱりもう少し時間を伸ばそうと一旦停止して時間を設定し直そうとさせたら、冷却機能が働いて、すぐかけ直しできなかった時は不便だと感じました。

42 大阪府　 今はナショナルのレンジ、最近はカロリー考えるとスチームオーブンが良いなと思うけど値段がはるのでなかなか。

37 福岡県　 今使っているのはターンテーブルの古い分ですが、爆発しても掃除しやすいものがいいです。以前実家で使っていたものは何ｇか量れる機能がついていたので、はかりがない私のうちではついていてほしいなぁと思います。

40 北海道　 今使っているのはリサイクルショップで買った新古品。メーカーは不明。 オーブンの機能が付いているようだけど，効かない。温度にムラがあるみたい。そろそろ買い換えたい

40 東京都　 三菱　オーブンを使うと熱がこもるのでこもらなければよいと思います。後庫内の掃除が大変です。

28 大阪府　 三菱 お菓子作りが好きだが天板がないから不便

47 北海道　 三菱 スチーム調理が１段の時しか使えないのが不便。 庫内灯が切れてしまった。調べてみるとこの機種は早く切れると評判だったので買ったのを後悔した。

56 愛知県　 三菱　ターンテーブルなので、各皿を使うと回らないから不便　　次に購入するときはフラットタイプにしたい

50 福岡県　 三菱　もう少しコンパクトだといい。

46 東京都　 三菱　レンジのあたためが一回であたたまりきらない

34 東京都　 三菱　汚れが取れない

59 兵庫県　 三菱 汚れたら手入れが大変。

59 兵庫県　 三菱 汚れの掃除が簡単に出来たらいいなと思います。

29 北海道　 三菱 温まりが加減できたら
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41 福岡県　 三菱　温めで行うと熱くなりすぎる点

47 大阪府　 三菱 解凍の際、場所によってムラが出るので、均等にできればいいのに。

35 千葉県　 三菱　古い型なので参考にはなりませんが、ドアが固くて開けづらいのと、庫内の掃除がしにくい。

38 兵庫県　 三菱 終了を知らせてくれる音が選べたらいいのになーと思うことがある．

59 兵庫県　 三菱 掃除がしにくい

30 東京都　 三菱 内部が狭く、大皿だと回らないときがある。

40 千葉県　 三菱(10年ほど前の)。薄っぺたいボタンなので押しにくい、表面のビニール状の部分がハゲてくる。説明書がないとわからず使ったことのないボタンがある。

40 東京都　 三菱、機能がありすぎて逆にわかりにく。シンプルなもので充分だな～と思いました。

38 埼玉県　 三菱。１１年前に購入したものなので全体的に現在の商品に比べたら劣ると思う。 揚げ物のあたためがうまくできない。べチャとする。

55 神奈川県　
三菱。庫内灯が切れ、分解しないと取りかえが出来ない。そのこと自体は安全上仕方ないと思っているが、電球１８０円に対し、修理のための出張費５千円～、というのははどうにかならないか。他の機能は使えているので、我慢して使い続け
ているが、仕上がりの状態や焦げ目が判断出来ず、毎日不満。

35 千葉県　
三菱の1995年製の古いオーブンレンジを使っています。暖め機能を使っているのがほとんどですが、たまにオーブンを使います。今はオーブンも上段、下段とありますが我が家はそれがないので不自由です。 また、暖め機能も30秒単位なの
で使いづらく買い直しを考えてはいますが、なかなか壊れないので考えてしまいます。

36 千葉県　 三菱のオーブンレンジを使用しています！わがままを言えば…ボタン一つでそれぞれちょうどいい具合に火を通してもらえるといいですね～。いろいろボタンが多すぎても、使いこなせなくて。。。

34 滋賀県　
三菱のスチームオーブンを購入したのですが、いろいろ機能が充実している割に「あたため」しか使わない現状…豚に真珠とはまさに私のこと…もう少し気軽に使えるわかりやすい操作性ならいいのになと思いながら…毎回水を補給するス
チームなど何かと面倒で

43 千葉県　 三菱のレンジ　温まりにムラがある　庫内がさび付く

38 神奈川県　三菱のレンジを使用中。 レンジのターンテーブルの下が汚れてしまった時に、お手入れができないのが困ります。

40 宮城県　 三菱の古いオーブンレンジを使っていますが、オーブンやグリルを使った後は温度がなかなか下がらず、レンジ機能をすぐに使えないのが不便

37 北海道　 三菱の電子レンジ、もっと熱が均等に掛かればいいのですが

35 神奈川県　三菱の電子レンジで、冷凍した肉を解凍する際に表示されている時間で解凍しても解凍されていない状態で、再度解凍すると肉が白くなって解凍しすぎたりするので、肉の厚みごとに調節してほどよく解凍できるような機能がほしいです。

41 愛知県　 三菱の電子レンジを使っています。使いやすいのですが、ガッチリしているため幅が大きく、場所をとるので、もう少しコンパクトだとありがたいなと思いました。でも、電磁波が外に出にくいようにしてくれているなら、全く問題ないです。

68 神奈川県　三菱を使ってますが、扉が重く途中で止まるタイプではなので大きく開いてしまいぶつかることがある

50 兵庫県　 三菱製。 不便さは感じないが、もっとコンパクトな大きさにならないかと思う。キッチンで一番大きくてスペースを横にも高さでもとるので。

57 北海道　 三菱製。もっと大容量だったらいいのに。

44 兵庫県　 三菱製：10年以上前のものなのでターンテーブルがあり、少し大きいものを温めるときに壁にひっかかり回らなくなってしまう。

39 神奈川県　三菱製で8年くらい使用しています。 いつも思うのですが、生もの解凍の時、時間がかかりすぎ！！ 仕事から帰って時間がない中なので、火を通す料理で使うときは「生もの解凍」ではなく普通に「チン」してしまいます。

43 大阪府　 三菱製です。レンジ出力が500Wと600Wしかないので、1000Wもあれば便利なのにな、と思っています。

42 東京都　
三菱製の古いオーブンレンジ（10年前に買ったもの）を使っています。以前は、ターンテーブル型で使いにくいタイプだったので、フラットなタイプを購入しました。調理時や温め時のブーンと言う音が大きいので、次は静か目なタイプのオーブン
レンジを買いたいです。お店に展示されている時、音がわかれば良いのに…といつも感じます。

39 埼玉県　 三菱電機 オーブン用のトレーが平らでない。 オーブンの熱にむらがある。

50 東京都　 三菱電機　ターンテーブルがずれる

73 東京都　 三菱電機　温めの際の跳ねを自動的に掃除する機能があったらうれしい。

40 千葉県　 三菱電機 型が古いのが問題なのかもしれませんが、熱くなる場所にむらがあることが不満です。もっとまんべんなく加熱できたらいいのに・・と思います。

40 兵庫県　 三菱電機　庫内が狭い　暗いので見にくい

50 東京都　 三菱電機、ターンテーブルがずれる

41 千葉県　 三菱電機。電気代が節約できたら嬉しい。

44 神奈川県　三菱電機のオーブンレンジを使っています。トースト出来ないのが難点です。

75 東京都　 三菱電機の電子レンジ　新品を買ってすぐレンジドアがくもってしまい　中が見えない　ガラスとガラスの間に湯気がたまったままで困っている

35 東京都　 三洋：オーブン機能のあと熱くてレンジ機能がすぐに使えない。

40 岡山県　 使わない機能が邪魔。レンジで○○できます、といっても時間がかかりすぎ。その間、レンジが使えないのは痛い。

51 岡山県　 自動であたためても、ちゃんとあたたまっていない時が多い

38 東京都　 自動で中がキレイになる機能

54 神奈川県　自動汚れ落とし

52 兵庫県　 自動調理でムラがある

44 神奈川県　自分の加減で調整したいこともあるので、もっと単純な操作ボタンもほしいです。

29 東京都　 実家にヘルシオがあるけれど高機能すぎて逆に使い辛い。。。。

27 埼玉県　
実家のものでブランドはわからないのですが、レンジ内の白皿が汚れやすい気がします。汚れのつきにくいものがあったら掃除も楽だなぁと感じます。 また、丸皿がまわるタイプのレンジとコンビニに置いてあるような丸皿がなくそのまま置い
てあたためるものの違いやメリット、デメリットが知りたいです。（まわらない方が電力少なめでエコetc）

38 福岡県　 重さで料理時間がわかると嬉しい

21 大阪府　 少しあたためづらい時があります。

48 兵庫県　 松下の電子レンジを使用。庫内の凹凸が無ければもっと掃除しやすいと思います。

59 兵庫県　 象印 汚れた時の手入れが簡単だったらいいと思います。

51 東京都　 上手に全体が温まらない
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48 兵庫県　 色々な表示は、してるものの扱い方が全然、わからない。

46 兵庫県　 水を指定の容器に入れないといけないのが面倒くさい（苦笑）

60 大阪府　 昔のシャープの電子レンジを使っています。出力がもっと大きかったらいいのにと思います（現在のものは 600W）。

40 兵庫県　 昔のレンジ SHARP 解凍で 商品に火が通るのに不便 普通に解凍出来れば良いが…

44 奈良県　
昔の電子レンジよりは改善されてるのかとは思うけど、やっぱり加熱ムラが気になる・・・。お肉類の解凍もなかなかいつもうまくできません。まだまだ凍ってる状態だったり、かと思うとすっかり火が通ってしまったり。あと、温度の目安があまり
アテにならない気がします。

42 千葉県　 石窯ドーム スチームがイマイチ

29 兵庫県　 石窯ドーム 温めの時、もっと全体が均等に温まったらいいのにと思います。温まり方にむらがある。

37 千葉県　 赤やピンクなど女の子の好きそうな模様や色があるといい

27 兵庫県　 洗いやすく（拭きやすく）してほしい。

39 神奈川県　船井　ターンテーブルが回らない

39 千葉県　 掃除がしにくい

42 兵庫県　 掃除がしにくい

48 神奈川県　掃除がしにくい

37 京都府　 掃除がしにくいので中の部品やドアが取れるようになってほしいです

53 滋賀県　 掃除がしやすい工夫をしてほしい。

27 兵庫県　 掃除がしやすくなってほしい。蓋をおしなくてもカパカパに乾かないようになってくれたら、サランラップを毎度毎度使わなくていいので便利＆エコなのにな～。。。と、いつも考えます。

42 愛知県　 掃除がしやすくなると嬉しいです

39 兵庫県　 掃除がしやすく全部が平面の状態であれば良いのにと思います。ファンの所が網目状になっていてそこが掃除しにくいし、汚れやすい。

28 東京都　 掃除がしやすければ。。

39 岡山県　 掃除がたいへん。シャープ

36 群馬県　 掃除が簡単。

50 神奈川県　掃除が簡単にできるようにしてほしいです。

34 千葉県　 掃除が面倒

59 東京都　 掃除しにくい

47 福岡県　 掃除しやすかったらいいのに

32 神奈川県　掃除しやすかったらいいのに。

51 神奈川県　掃除のしやすさ。

37 埼玉県　 掃除方法

25 福岡県　 操作音をもう少し小さくしてほしいです

24 神奈川県　早くあったまると嬉しい

63 大阪府　 続けて使うと温まらないことがよくある

64 大阪府　 他の電気製品と同時に使うとブレーカーが落ちることがよくあるのでもっと消費電力を抑えてほしい

40 大阪府　 大阪ガス　もっと庫内が広ければ（横）と思います  本体のサイズはかわらずに

28 神奈川県　脱臭機能があったらいいなぁと思います。

33 静岡県　 中がすぐに汚くなる。

67 神奈川県　中が汚れた時の掃除が面倒

40 京都府　 中の掃除をもっと簡単にできる機種があれば、いいですね。

25 愛知県　 中まで温まってない事が多々あるので、再度自動で温めてくれたら助かります。

54 東京都　 中まで調理されてるかがわかりにくい。

42 千葉県　 中皿が丸いので四角い皿を載せた時、ひっかかって回らない現象。

49 兵庫県　 中身が出しにくい。

40 京都府　 調理の仕方が解らないときがあるので、そのようなときにパネルでナビしてもらえるといいかなと思います。

34 福岡県　 電気が弱い

46 千葉県　 電球が切れて自分で交換できず、業者を頼むしかなく、分解取り付けに１万かかった。ビルトインの電子レンジ、オーブンレンジでハーマンのもの。

34 神奈川県　電子レンジ パナソニック 使いにくさは特に無し 庫内が自動的にきれいになればいい。

51 神奈川県　電子レンジ　東芝　掃除の範囲が限られ、きれいに掃除できないところがある。

43 大阪府　 電子レンジ（日立）・・・・音が大きい

48 大阪府　
電子レンジですが、昔のはターンテーブルでムラなく加熱されていましたが、最近のは回らないので加熱できてないところもあり、やり直さないといけないので二度手間です。 ご飯の温めもターンテーブルの時は四人分一度に加熱出来たが、
最近のは一つ一つしないといけないので面倒です！

59 大阪府　 電子レンジで温めボタンであたためても、中がつめたかったりして再度あたためなおさなくてはいけない時がある　メーカー名ＳＡＮＹＯ



年齢 都道府県 日ごろ使っている「電子レンジ・オーブンレンジ」について、メーカー名と、使いにくい、不便、もっと○○だったらいいのに、と思うことを自由にお書きください

52 神奈川県　電子レンジで温めるとムラができてしまうところ

46 東京都　 電子レンジで爆発しないのがいい

35 静岡県　 電子レンジのオート機能がイマイチで、だいたい熱くなりすぎる。 皿も持てないくらい。イイ感じのところで止まってくれるとラクです。

37 東京都　 電子レンジのデザインがもっとおしゃれならいいのになと思う

29 東京都　 電子レンジのドアの開閉の音が気になるので騒音に配慮した設計にしてほしい。

55 佐賀県　 電子レンジは、ツインバード工業です。 不便なところは容量が少ないので、コンビニ弁当がターンテーブルで回らない所です。

36 埼玉県　 電子レンジは温める以外つかいません。中がよごれてしまっているので、そのままオーブンなどを使うと汚れが来びれついてしまう気がして。。。

60 大阪府　
電子レンジは大阪瓦斯さん。機能がたくさんついています。温め機能は良く使いますが、最近100均で買ったボウルみたいな容器に入れると、「温め」を押しても 軽いからか、認知してくれなくてまだ、冷たいままのことがあります。たぶん、重さ
で計算して温めるのでしょうね。難しいです！

57 神奈川県　電子レンジは冷凍を解凍するときに一部に火が通ってしまう。

64 東京都　 東芝   ドアを開け閉めするのに、バタンバタンと音がするのが気になる

62 千葉県　 東芝　　　庫内に水蒸気がたまる。

42 東京都　 東芝　　オートにすると、加熱しすぎのことが多い

70 大阪府　 東芝　　オーブンの時間がかかる

41 岐阜県　 東芝 　ご飯とおかずを同時にできない

39 埼玉県　 東芝  もう少し、外側は今のサイズで、テーブル部分が広いと良い。（小鉢三種くらいいっぺんにチンしたい時、ぶつかる）

51 千葉県　 東芝　　家の場合グリルとして使うことが多いのですが温度が低く時間がかかり結局オーブントースターのほうがよく使います

44 京都府　 東芝 　回らないタイプで掃除が楽です．スチームのは使った事がないで比べる事は出来ませんがスチームの管理は大変だと思うのでないタイプで良かったと思っている．

52 東京都　 東芝　　電子レンジの温めを使うと、場所によって温まり方にむらがある。

56 愛知県　 東芝　あまり使わない機能もある

27 東京都　 東芝　オーブンにするときやトースターなどいちいち下のお皿を変えないといけないのが面倒くさい

40 東京都　 東芝　お手入れボタンが、ふつうのボタンの場所の並びにあるので、間違えて押しやすいのが難点。料理しながらなので、手も汚れていたりするので、押しやすいのが便利に思う。

42 千葉県　 東芝 ごはんやおかずを自動であたためすると、熱すぎるので途中で止めないといけなくて、自動の意味がない

29 新潟県　 東芝 すぐ汚れる。本体が黒いので汚れが目立ちにくい。掃除がしやすいものがいい。

41 兵庫県　 東芝　スタートボタンがすぐに壊れる

47 大阪府　 東芝 たまに温めで完全に温まっていないことがある。 壊れてる？

50 愛知県　 東芝　でかすぎ。

48 東京都　 東芝　トースター機能がついているが、パンが焼けるのに時間がかかりすぎる。

49 東京都　 東芝　どこのメーカーでもいいので、シンプルな機能の電子レンジが欲しいです。ほとんど、温めるために使います。両親も、わかる簡単シンプルな家電が欲しいです。

37 愛知県　 東芝 パンの発酵温度設定が1度きざみだったらいいのになぁ 最新機種はもうなってるのかな 扉と本体の隙間が掃除しにくい

38 東京都　 東芝　もう少し、機能が単純で分かりやすいとよい。

50 東京都　 東芝　もっとサイズが小さいものがいい

39 和歌山県　東芝 もっと小さかったらいいのに

25 東京都　 東芝 もっと大きかったら一度にオーブン料理が沢山出来たのに買う時ケチってしまいました

28 北海道　 東芝 やっぱ卵です。最近は工夫された容器でオムレツや半熟卵が作れますけどね！ ゆで玉子とかを温められないので…卵の仕組みすごいなーと思いつつやっぱり不便かな！

38 東京都　 東芝 よくパンを焼くのですが、余熱がもっと短ければな～。といつも思います。

61 北海道　 東芝　レンジであっためると下のほうが熱くなるのでびっくりする事があります。

46 大阪府　 東芝　レンジ内の汚れが取りにくい。

44 群馬県　 東芝　レンジ内の汚れが落ちにくい

35 東京都　 東芝 汚れが落ちにくい

43 千葉県　 東芝　温めると庫内に水滴がつくのが、拭き取りにくいです。

44 埼玉県　 東芝 温め終わった後、開けるまでピーピーうるさい。

53 静岡県　 東芝　価格が安いのを買ったら、温まり過ぎることが、よくある。

46 東京都　 東芝 解凍がうまくできないのでもう少し調節できればよいと思います。

56 大阪府　 東芝　回らないタイプのオーブンレンジで、買う時にムラにならないと言われたのに、実際はムラムラ。　これなら回るタイプを買えばよかったと激しく後悔中です。

54 大阪府　 東芝　回転皿がないタイプなので庫内が汚れて仕方ない。回転皿がある方が掃除しやすく良いと思う。

49 岩手県　 東芝 均一にあたたまらない

48 東京都　 東芝 型が少々古く、ヘレシーな機能がついてないので、余分な油を取る機能がついてるものがいいです。

44 京都府　 東芝　庫内が狭いので大きいものに取り換えたい

43 兵庫県　 東芝　好きな熱さを学習してくれたら良いのに
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43 兵庫県　 東芝　好みの焼き具合を覚えてくれたら良いのに

45 愛知県　 東芝　最近購入　大きすぎて場所をとりすぎた、機能が多すぎて使いこなせない。私にはシンプルでよかったったかもしれない。

45 愛知県　 東芝　使用毎に自動クリーニングが出来たらいい

67 愛媛県　 東芝　時間設定機能がなく、正確な温めが出来ていない

52 東京都　 東芝　時間短縮できたらいいのに

52 栃木県　 東芝　生解凍は端が加熱され生でなくなってしまう

36 愛知県　 東芝　石釜ドーム 解凍が上手くできない。真ん中カチカチなのに外側は火が通ってしまったり。 全体に上手く火が通らない。

59 岐阜県　 東芝　多機能ですが使いにくいです

33 北海道　 東芝　内部の汚れが取れにくい、自動洗浄機能があればいいのに

46 兵庫県　 東芝 余熱時間が長い

38 東京都　 東芝 冷凍ご飯がもっとおいしく温まったらいいのにと思います

35 東京都　 東芝、 古いので大きいのと重いのが気になっています。 同じパワーで小さくなれば良い。

48 長野県　 東芝、20年近く経っているので、きちんと温まらない時があります。熱いところと冷たいところがあるので、ちゃんと温まるといいと思います。

65 千葉県　 東芝、汚れが簡単に取れたらいい

40 大阪府　 東芝、壊れやすい

65 神奈川県　東芝、庫内掃除が簡単なものが欲しい

43 愛知県　 東芝、室内がすぐ汚れる点が不満

43 愛知県　 東芝、室内はすぐ汚くなる

38 大阪府　 東芝、昭和の時代の電子レンジなので、熱むらができる。 でも、シンプルだけど、ものすごく頑丈なので３０年以上現役で、働いてくれているので、感謝してます

41 愛知県　 東芝。　 取扱説明書を見なくても音声で教えてほしい。

39 広島県　 東芝。 庫内が狭い。もっと広く使えたら・・・。 温めムラがある。均等にあたたまったらいいな。

65 東京都　 東芝。スチーム・タイプでいろんな機能がついているが、うまく使いこなせない。

42 埼玉県　 東芝。どんなに良いオーブン電子レンジを買っても、むらなく温まることがない！

51 千葉県　 東芝。もっと均一に熱が加わるようにして欲しい。普段使わないような、余計なものは省いて、価格を抑えて欲しい。

57 神奈川県　東芝。温めくらいしか使ってません。掃除がしにくい。

47 北海道　 東芝。今より一寸大きめのモノが良いかも。

32 兵庫県　 東芝。自動で中を洗浄する機能があればいいのに

50 熊本県　 東芝：ターンテーブルではない機種なので、長方形のものだと温まり具合にムラが出る。

30 神奈川県　東芝：一度オーブン機能を使うとその後しばらく電子レンジ機能が使えない点。

51 東京都　 東芝：庫内掃除が楽(とびはねなどがこびり付き難い)だといいなあ。

32 大阪府　 東芝：冷却装置が欲しい。

52 千葉県　
東芝【石窯ドーム】ERーH10 普段は主に温めに利用、オーブン料理やお菓子作りにもよく利用しています。不便なところを敢えて言えば～オーブン料理の際の予熱時間がものすごく長いので電気代もとてもムダ（予熱時間20分、調理時間10分
などということがザラにあります）、それに冷却にも時間がかかるので調理直後に温めに利用したいというときにも庫内の温度が下がるまで作動しなかったりということもあり、その点はあらかじめ使う順番を間違えないないようにしないとか、
少々難を感じるところもあります。

41 北海道　 東芝・もっと静かだったらいいのに

55 東京都　 東芝オーブンレンジ スチーム機能もついているのですが、スチームを使った後の水処理が大変。 もっと水がさーっと乾く機能があると助かります。

53 東京都　 東芝オーブンレンジ　機能が多過ぎて(細か過ぎて)使いづらい

30 北海道　 東芝です。 野菜などを加熱する際に重さで時間が自動で設定されると失敗がなくて楽です。

43 愛知県　 東芝です。室内がすぐ汚れてしまいます。

43 愛知県　 東芝です。室内がすぐ汚れるのがイヤです。

43 愛知県　 東芝です。室内がすぐ汚れるのが不満です。

39 大阪府　 東芝ですが、パンなどを温めたときにふんわりしません

42 広島県　 東芝のオーブンレンジ、どのメーカーでも同じだと思いますが、オーブンを使った後レンジが使えない。 オーブンとレンジ、一緒だとスペースが少なくて済みますが、不便。

36 宮城県　 東芝のオーブンレンジです。勝手にお掃除機能があったらいいなあと思います。

42 福島県　 東芝のオーブン付き電子レンジ。何度か温めが続くと、庫内が高温になって、エラーとなり、使えなくなるでの、不便。 中で食材が破裂し、飛び散ったのを掃除するのが大変。 わかりやすく、説明書がなくてもいいのが使いやすいと思う。

39 山梨県　
東芝のもの、容量の大きな２段の角皿が乗るオーブンレンジを使用しています。 説明書を読むのが嫌いなわたしなので、数字で使用メニューがでるので、ちょっと分かりずらいです。文字で、やきいもとか、グラタンとミルク温めとかでるといい
な～とおもいました。

32 東京都　 東芝のものを使っています。 操作が簡単でいいのですが、すぐ電子レンジの中が湿ってしまうので困っています。 場所によって温まっていたり冷たかったりするのも不便です。

29 愛知県　 東芝のレンジオーブン よくオーブンでお菓子、パンや料理を作りますが、余熱にとても時間がかかります。そして冷却にも時間がかかりオーブン機能後はしばらくレンジ機能が使えなく不便です。

33 神奈川県　東芝のレンジを使っていますが、中に露がたまるのが気になります。 換気が出来るものならいいのにと思いながら、いつも布巾で拭いています。

29 愛知県　 東芝のを使っているが、温度設定をして温めるのはあまりあてにならないのと、時間がかかる。

34 神奈川県　東芝のを使用しています。  レンジはすぐに汚れてしまうのでお掃除がしやすい商品だとうれしいです。



年齢 都道府県 日ごろ使っている「電子レンジ・オーブンレンジ」について、メーカー名と、使いにくい、不便、もっと○○だったらいいのに、と思うことを自由にお書きください

47 北海道　 東芝の石釜を使っています。昔の安いほうが使いやすかった。重いのも悲しい。

34 東京都　 東芝の石窯オーブン 一気に高温の温度になってオーブン機能が高性能なので焼き料理がうまく焼ける

43 兵庫県　 東芝の石窯オーブンレンジを使用しています。おかず２品温め機能というのがあるのですが、均一に温められないのでその機能をもう少しアップしてほしい。

50 神奈川県　東芝の電子レンジですが、掃除がしずらいので中が全部フラットだったらいいのにと思います。

55 兵庫県　 東芝の電子レンジを使っているが、商品に書いてある時間よりも長くしないと解凍できない

34 熊本県　 東芝を使っています。においが残りやすいです。パンやパウンドケーキなど、やきむらがあるので不便です。

48 東京都　 東芝を使っている。１０年目なので、焼きむらや温めむらが多く、そろそろ買い替え時なのかも。

29 神奈川県　東芝を利用している。中が掃除しやすい素材だとなおいい。

66 千葉県　 東芝ーレンジ時間の秒数の合わせ方が１秒単位で出来ない。

52 兵庫県　 東芝ー匂いがこもる

55 東京都　 東芝製 ここのメーカーに限らず、使いこなすまでに（操作に慣れるまでに）時間がかかる  取説やレシピの書き方にも工夫が欲しい

50 東京都　
東芝製 結構使い勝手はいいと思いますと言ってもいまだターンテーブルのある製品のため 掃除等は非常に面倒です。 最近のエアコンのように自動掃除機能がついていると汚れを気にせず調理できるのにと思ってしまいます ボタンを押す
と中から霧（洗浄剤）を噴霧し汚れはふき取るだけとか

58 東京都　 東芝製　暖まり方にムラがあるのが一番困ります。

43 愛知県　 東芝製、室内がすぐ汚くなる点

42 埼玉県　 東芝製。扉の下にゴミ受けのような謎の部分があるのですが、パンくず等が落ちても外れないので掃除ができない。他のメーカーでは外せる機種もあるようです。

44 神奈川県　東芝製です。ターン式ではないので焼きムラが出来てしまう

46 愛知県　 東芝製です。室内がすぐ汚れます。

35 静岡県　 東芝製ですが、自動調理メニューは時間がかかるし火が入り過ぎたり足りな過ぎたりするので結局使わない。 普通の機能で出来るレシピがあったほうがよっぽど為になります

41 東京都　
東芝製の古い電子レンジ、回転皿が陶器なので温めるものの容器があたるたびにうるさい。温め終了後、取だし忘れ防止の電子音が取るまで数度なる仕様なのだが音がうるさすぎる。止めたいけどオフ機能がない！電子レンジ全体に言え
る事だが内部掃除がもっとし易い形にならないものだろうか。

61 東京都　 東芝製品を使用しています。多機能なんですが、あまり活用できていません。ほとんど再加熱だけで宝の持ち腐れかも。

66 千葉県　 東芝製品ー　秒の合わせ方が１０秒単位なので１秒単位になったら良い。

43 大阪府　 湯気が増えると中がみえない

51 東京都　 動作音がうるさい

29 愛知県　 内側を汚れの落ちやすい壁にしてほしい、掃除がしやすいようにしてほしい

41 東京都　 内部が掃除しにくい

45 東京都　 内部の汚れや臭いをカンタンに綺麗にできたら良いのにと思います！

68 山形県　 内部の隅々まできれいに掃除ができないのが難。もっと簡単に掃除ができる製品を発売してほしい。

44 神奈川県　難しい料理でも、分量がわかるようになれば良いと思う。

59 東京都　 二皿あっためると時間がかかり過ぎ温めすぎになってしまう

25 兵庫県　 肉や魚の解凍モードを利用しても、しっかり解凍出来ていなかったり、鮮度が落ちるのが気になる。

45 東京都　 日立　  天板が最初から２枚ついてたらうれしい

62 東京都　 日立  オーブンでピッツァを焼く時、設定温度になるまでの時間がかかりすぎる。

72 岡山県　 日立  オーブン皿が丸いので四角だったらもっと広くおけるのに。

39 岡山県　 日立  スチーム機能を使うと食器棚の上部分が水滴で傷むので スチームが横からでればいいのに。

42 兵庫県　 日立  温めすると、冷たかったり、熱すぎたり丁度の適温に温まらない

54 福岡県　 日立　：　温めむらが多い。特に冷凍食品は、まわりがアツアツ、中心は凍っている。

24 東京都　 日立 オーブンが、板ではなく、直接ターンテーブルに載せるタイプなので、作れる料理が限られてしまう

53 大阪府　 日立　オーブンとレンジとで下に置くプレートが違い、いちいち変えなければならず、面倒くさい

53 大阪府　 日立 オーブンの立ち上がりが悪いというか　もっとはやく設定温度に達してくれたらいいのに・・・

31 大阪府　 日立 オーブンを使うときに周りが熱を持って熱くなってしまうところが不便。

49 静岡県　 日立　オーブン機能がよくわからない

52 兵庫県　 日立　オーブン機能の温度設定をもっと小刻みにしてほしい

36 熊本県　 日立　オーブン機能をつかうとすごく熱くなって困る

57 東京都　 日立 お掃除が簡単にできるようになればいい

47 茨城県　 日立　スチームタンクを毎回掃除するのが面倒

41 神奈川県　日立　スチームの取り扱いを簡単にしてほしい

51 埼玉県　 日立　スチーム機能が使いこなせていない タンクに入れた水が古くなりそうで心配 もっと手軽ならいいのに

43 東京都　 日立 ターンテーブル式なので乗せる位置によって引っかかる。

41 秋田県　 日立 トーストに時間がかかる
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43 埼玉県　 日立 どこに置いても均等に温まるといい

39 神奈川県　日立　パンを焼くために本格的なものを購入したのに、まだ一度もパンを作ってないです(・_・;)

45 埼玉県　 日立　ヘルシーシェフ 置く棚の出幅より大きいサイズなので、扉を開けると、扉が重いのでひっくり返ってしまいそう。

48 兵庫県　 日立 ボタン一つで使えるといいですが、設定が面倒。

52 東京都　 日立 もう少し庫内が広かったらいい。

49 東京都　 日立 もっと軽かったら移動も楽だと思います

48 京都府　 日立 もっと油が落ちたらいいのにと思う。

45 大阪府　 日立　レンジ温めのオート機能が以前使っていたシャープだとわかりやすかったのに今のは使いづらい。

53 神奈川県　日立 一年間に壊れる。３年で2回修理。

35 東京都　 日立 汚れやすい

34 千葉県　 日立　温まり方が偏る　一度に２皿以上のあたたえがうまくいかない

57 神奈川県　日立　温めムラがある

40 福岡県　 日立 温めムラがなければいい

46 滋賀県　 日立　温め機能がうまく働かないのか、均一に温まらない、熱くなりすぎて吹きこぼれる。

49 埼玉県　 日立　音が大きい

41 東京都　 日立 解凍するのがスチーム機能で水をセットするのが面倒

56 神奈川県　日立 解凍する時に、給水タンクに水を入れるのが、面倒です。（自動で出来ると良いと思います。

69 東京都　 日立　簡単な機能しかないし、それ以外特に必要としない

50 東京都　 日立　簡単に汚れが落ちるとうれしい

69 東京都　 日立　凝った料理はしないので十分な機能です。

43 千葉県　 日立 古いタイプなので今時のスチームタイプのフライ機能がついていない・・・。

37 神奈川県　日立　庫内が汚れることがとても不便なので、お手入れがしやすいとうれしいです。

64 東京都　 日立　庫内の汚れが取りにくい

43 神奈川県　日立 最上位機種を購入したがデカすぎ

54 神奈川県　日立 使いこなしていないのを自覚しています

49 埼玉県　 日立　思い通りに温まらない

53 神奈川県　日立 取説を読まないと、普段使わない機能がよくわからない

70 東京都　 日立　出力の調整が出来ると良い。

34 埼玉県　 日立 小さめで掃除がラクだったらいいのに。

48 埼玉県　 日立 色々ボタンがあるけど、使いこなせない。

58 埼玉県　 日立 昔は、コンベックだったので、 1度にたくさん作れました。

39 兵庫県　 日立　掃除がしにくい。天井にヒーターがついていたりして、隙間に汚れがたまってしまう。

51 神奈川県　日立 掃除がしやすくレンジの中の油がさらっと落ちれば良いのにと思う

50 東京都　 日立　掃除が簡単だとうれしいです。

39 大阪府　 日立　続けて温めると冷たいときがある

45 神奈川県　日立　多機能をもっと身近に使いこなしたい

32 兵庫県　 日立 中が回転しないので端があたたまりにくい。全体を一度に温められたらいいなと思います。

56 愛知県　 日立 仲が汚れないようにならないかな

34 大阪府　 日立 長い間使用しているので最新のものより電気代がかかっている気がします 使いこなせてないのでシンプルな機能だけでいいです

48 千葉県　 日立　電子レンジ　掃除が簡単だといいです

45 兵庫県　 日立 電子レンジ。。。朝、お弁当の冷凍食品をチンしても一度にたくさん入れると温まらない。。昔のターンテーブルの方が沢山入れても出来たのに。。。

42 東京都　 日立 熱の当たり具合にムラがある トーストがもっと短時間で出来ると良い

29 東京都　 日立　幅が狭すぎて小さすぎる料理サイズばかりになってしまうこと。

40 愛知県　 日立 予熱に時間がかかるので、もっと早く温度が上がればいいのにと思います。

39 北海道　 日立　様々な機能があるが、全く使いこなしていない。　温めが9割。　もっと普段使いできる機能に絞って、シンプルな方が良い

32 愛知県　 日立　冷凍ご飯の温めムラがあるところが、嫌です。

51 福岡県　 日立　冷凍食品を表示どおりに加熱するといつもちょっと加熱が足りない

52 神奈川県　日立、オーブンの段が、２段入るのが気に入って購入したが、２段の幅が均等でなく、下段よりになっているのが、気になる。

45 大阪府　 日立、オーブンの予熱に時間がかかる
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30 大阪府　 日立、オーブンの余熱に時間がかかるので不便。

49 東京都　 日立、オーブン使った後にすぐにレンジ機能使えたらいいのにな

48 東京都　 日立、オーブン用の天板が少し重い

56 愛知県　 日立、お掃除機能があるといいのに

44 兵庫県　 日立、でかい。もっとはやく温めたい。

41 神奈川県　日立、ナノスチーム。おまかせ温めをすると必ず熱くなりすぎるので使えない。

51 神奈川県　日立、温度むらが大きい。もっと均等にあったまってほしい．

64 埼玉県　 日立、解凍がもう少し早く出来れば良いと思います。

32 大阪府　 日立、解凍に時間がかかりすぎる。

47 東京都　 日立、材料の目安、取扱い説明書には書いてあるがそれを見るのは面倒なので、本体に簡単なものがついていればよいと思う

52 大阪府　 日立、思うように解凍できない。

39 東京都　 日立、掃除をしても中のこびりつきなどがなかなか綺麗にならない。

37 東京都　 日立、中を掃除しにくい

61 東京都　 日立。　　細かなメニューの操作が煩雑で、レンジを使った料理はやはりあまりしないので、もっとシンプルな機種がよかったと思っている。。

23 愛知県　 日立。 デザインがおしゃれなものが欲しい。 ウッドデザインやタイル柄など

45 石川県　 日立。１０分ぐらい使うとしばらく冷却期間があるみたいで使えない。すぐに使いたい時いらっとする。

50 東京都　 日立。オーブンの温度設置が面倒なので、持った簡単にセットできると良いかな。

33 大阪府　 日立。オーブン機能がよくわかりません

47 兵庫県　 日立。スパをゆでると度々つぶれてしまう。

39 兵庫県　 日立。ターンテーブルなのでお皿がひっかかりうまく温まらないこと。

33 神奈川県　日立。ただのスチーム機能が欲しかったです。

53 東京都　 日立。食器を使って温めをしたときに、温まりにくい。

59 東京都　 日立。掃除が大変

44 兵庫県　 日立。大きすぎるかな？

49 兵庫県　 日立。調理が終わって、レンジの扉を開けるよう催促する音。 ただの電子音だけど、短くていいから、何かのメロデイのほうが楽しいかも。 いらっとするだけかしら？

32 青森県　 日立。底皿が回転するものなんですが、皿の下に液が垂れても掃除しずらいです。

19 千葉県　 日立。電子レンジをしめるときに音がうるさいので静かだったら良い。

72 神奈川県　日立：いろいろ機能がついているが使いきっていない。単純なものにしておくべきでした。

52 兵庫県　 日立：オート調理で失敗した

41 京都府　 日立：温める箇所にムラがある。温めるとパサパサする。一人用のもっと小型でシンプルなものがあったらいいのにと思う。

72 神奈川県　日立:機能が多すぎて　使い切ってない。もったいないです。

54 東京都　 日立：扉を開ける際、ボタンを押す方式ですが、本体の軽さもあり、本体が動いてしまい、押しにくい

47 青森県　 日立「ヘルシーシェフ」を使っています。 ドアが上から下へ開くタイプですが、置く場所が無いので米びつスタンドの上に置いていると扉が大きくて奥まで手が届きません。 機能充実で横に開くタイプもあればいいのに…

31 東京都　 日立→冷凍食品を温める際、秒数は10秒単位で設定したい。

44 大阪府　 日立・（温め時間が長くかかる、ガラスの開閉ドアが重い）

54 東京都　 日立・お手入れが簡単がいいです

51 北海道　 日立・ヘルシーシェフ　以前使っていたシンプルなレンジに比べ、適温への設定に手間がかかる。ご飯、おかずの温めに使うことが多いので、多機能な機種を買ったのは失敗でした。

36 大阪府　 日立・掃除がしにくいところに不便さを感じます。

67 埼玉県　 日立オーブンレンジ　オート料理は　時間がかかる

59 福島県　 日立オーブンレンジ　オーブンを温めるための時間がかかり過ぎて不便

50 香川県　 日立オーブンレンジ　ヘルシーシェフ いい部分が多いですが、容器計量してもきちんと解凍やあたためが出来ていない事が多いので、自分なりに工夫している

55 埼玉県　 日立オーブンレンジ。自動温め機能を使うと、中心まで温まっていない場合や、逆に、牛乳などの場合熱くなりすぎて容器から吹き出してしまうことがけっこう多い。

60 愛知県　 日立オーブンレンジはオーブンの温度設定が160度からなので、もう少し低めの温度からの幅をもたせてほしい。

37 東京都　 日立オーブンレンジを使っています。 庫内がもっと広ければいいと思います。

29 大阪府　 日立スチームオーブンレンジ。結局、電子レンジとして使うだけ、グラタンやトーストなどもオーブントースターのほうが便利。

35 東京都　 日立です。  もっと飲み物の温めがあふれることなく、うまくできたらいいなと思います。

49 愛知県　 日立です。  音がうるさいです。

51 神奈川県　日立です。20年以上も使っているので古くて色んな面で不便で、もっと...だったらと言うより新しい物に買えた方がいいレベルなんですが、結婚祝いに弟から貰った物なので、ここまできたら壊れるまで使うつもりです。

34 大阪府　 日立のオーブン スチーム機能を使いこなしてなくて、もったいない。
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50 東京都　 日立のオーブンレンジ　オーブンは時間がかかるため、もっと短時間で出来たらいいのにと思います

34 奈良県　
日立のオーブンレンジを使っています。コンパクトなのがいいなぁと思って購入したのですが、フジッコのレトルトスープなどの「パッケージごとレンジで加熱できる商品」を加熱する場合、庫内の高さが低く、つっかえてしまって、結局器に入れ替
える…という結果に…。 コンパクトかつ庫内の高さがあるという商品が（無茶なお願いですが）あればいいなぁと思います。

50 福岡県　 日立のオーブンレンジ使用。庫内が黒くて視力の低下してる老人には汚れが分かりにくい。明るい色希望。

46 神奈川県　
日立のヘルシア。この商品を購入したことをすごく後悔しています。本当の「オーブン」ではないから、「焼けない」ので見た目もいまいちだしカリッとしなくてダメです。ほんとに「ヘルシー」とか「カロリーやコレステロールをコントロール」しないと
いけない人以外は買わないほうがいいような気がします。

28 千葉県　 日立のヘルシーシェフ　焼き物の鉄板が波型なのでロールケーキ生地が焼きにくい。

35 東京都　 日立のヘルシーシェフを使っています。一番の不満はトーストが焼けないこと。あと本体と土台？との隙間の掃除がしづらいことです。

47 兵庫県　 日立のレンジ。パスタを専用の容器でゆでると度々故障するので出来ない。

30 兵庫県　 日立のレンジなのですがチンすると熱くなりすぎます。 なかなか上手に解答できません。もっと食材やスープ、冷ご飯が丁度いい温度で温められたらいいのに、と思います。

38 福岡県　 日立のレンジを使っています。温めムラがあるのが残念です。

28 東京都　 日立ヘルシーシェフ 庫内の掃除が面倒

42 東京都　 日立ヘルシーシェフ。ホームベーカリー機能が無いタイプなので、残念。もっと安くであれば…

54 神奈川県　日立ヘルシオ・・・取説に載っているレシピが２人分なので使いづらい

53 埼玉県　 日立加熱水蒸気オーブンレンジ　　スチーム機能付きを購入したが、あまり使う事が無い。

63 大阪府　 日立加熱水蒸気オーブンレンジＭＲＯ-DS7． 機能が多すぎて使いこなせない。

40 神奈川県　日立製　スチーム機能が二年くらいでダメになり、パンの発酵のためもあり選んだ機種なのにできなくなった。

31 千葉県　 日立製 もっと大皿が入ると、オーブン料理ができるのにと思う。オーブン料理は食卓が映えるしやりたい料理が多いのに、お皿が入らないからできないことが多い。

41 埼玉県　 日立製 温まりのムラを解消してほしい

50 兵庫県　 日立製。 20年近く前のものなので、温めムラがかなりあるのが難点。

35 東京都　 日立製。 沢山の機能がありすぎて、逆に使わない方がおおい。 昔のシンプルで単純な方が使いやすかった気がします。

40 大阪府　 日立製。汚れがふき取りにくい。お手入れが簡単なものがよい。

70 千葉県　 日立製：使いやすい 理由：オーブンもレンジも基本機能だけのシンプル機能だから。

44 福岡県　 日立製です。扉が上下に開くタイプですが、いつもバタンと大きな音がします。危うく指挟みそうになることも。。もう少しやわらかく閉まってくれればなあと思います。

27 大阪府　 日立製のものを使っています。片手でドアが少し開けにくいところが不便です。お皿を片手に持ってると、一度置いてから開けなければいけないので、開けやすくなったらいいなと思ってます。

37 石川県　 日立製を使っています。概ね満足していますが、自動で庫内清掃をする際に、音が大きく感じる事があります。そんなにしょっちゅうしなくても良いから、そこまで問題視していないけど、出来れば改善されると良いなぁ～とは思っています。

43 東京都　 熱く温めすぎてラップが破裂しちゃうことがあるので、適温を察知して自動的に止まるような機能があったら嬉しい！！

34 兵庫県　 熱の入り方がばらつく

40 千葉県　 買うときは色々作る気満々で機能満載のものを選んだけど、結局は使っていないです。自業自得ですがシンプルなもので質が良い製品が沢山増えるといいなと思います。

51 埼玉県　 扉が左右どちらかも開けられればいいと思う。

53 神奈川県　飛び散るものがあるので、レンジの中が汚れる。

38 神奈川県　備え付けだけど位置が低いから腰に負担が…楽に操作できる位置に欲しかった！

24 大阪府　 付属品でついていたオーブントレイが重い

74 京都府　 複雑な操作はつかいこなせないので、本当に基本的な操作できる物だけで良いと思っています。

43 東京都　 弁当がターンテーブルで回らない

51 大阪府　 本格的過ぎて、つかいにくい、オーブンレンジ

36 東京都　 本体の重さが軽いといいなと思う

26 愛知県　 無印、扉を開け閉めが固いのでいちいちガタガタ揺れるのでもっと軽くなっていてほしい

32 東京都　 無印のオーブンレンジを使っていてビジュアルはとても満足していますが、最近、温め機能にムラが出てきているので、買い替えを考え中です。

31 神奈川県　無印良品 オーブンレンジだが、オーブンの鉄板がなく、ターンテーブルを使用する為に不便。

38 千葉県　 無印良品 ターンテーブルの古いタイプで一度に何個もパンを焼けないので、大き目のオーブンレンジが欲しい。

41 神奈川県　無印良品 ワット数が弱い

43 埼玉県　 無印良品のオーブンレンジ 機能的には問題ないのですが、ボタン部分が長いこと使っていると、劣化して裂けてきそうになるのが心配です。

37 静岡県　 冷凍ごはんあっためると、中の方がパサパサになる事がある

51 神奈川県　冷凍食品のあんかけ焼きそば。全然、中心が温まらない。周りだけが焦げ臭くなって固まる。中心を薄くする工夫が必要！


