
冷蔵庫の不便・不満～
2015年9/17～9/25 リビングくらしナビでのWebアンケート864コメント

年齢 都道府県 日ごろ使っている「冷蔵庫」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

30 東京都　 　TOSHIBA  野菜室が狭い。もっと広くてしきりがしっかりしていたいいと思った。

36 神奈川県　
 パナソニック    NR-F470V-T ★氷を開ける部分が簡単に開いてしまい子供がいたずらをしてしまい困っている。他の部分と同じように大人が開ける分に困ら無い程度の硬さの開閉に調整してほしい。 ★ウオーターサーバーが冷蔵庫自体に
付いていて氷や水がいつでも出せるようになったら、いちいち製氷ケースを開けなくても便利そう。これもチャイルドロックできるようにすれば安全。

55 京都府　 　冷蔵庫と冷凍庫を分けて欲しい。

71 埼玉県　 [東芝｝　冷凍室がもう少し大きければ良かったです。

43 大阪府　 「AQUA」の冷蔵庫を使っています。冷蔵スペースより、冷凍スペースがほしい。容量の半分くらい冷凍スペースでもいいくらいです。

35 秋田県　 「MITUBISHI」を使用しています。 野菜や冷凍室を開けると、上部に透明の引き出しがありますが、手前に最大に引いていないと閉まりません。 その、透明の引き出しがどんな位置にあろうとすんなりしまる引き出しであってほしいです。

56 東京都　 「三菱　」温度調節のつまみが奥なので、調節したいときは、手前の食品を全部出さないとできない。もっと使いやすい位置にあると良い。

55 埼玉県　
「日立」を使っています。台所の収納スペースが小さいので冷蔵庫の天板の上にキッチンペーパーやラップなどいろいろなものを置いているのですが、天板のふちにストッパーがないため、何かを取り出したときにその周辺にあるものもバラバ
ラと落ちてきます。天板のふちにストッパー（縁どりのようなもの）を付けてほしいです。

51 茨城県　 １．５Lのペットボトルの収納に困ってます。重さもあるので、扉ポケットではなく、出来れば、引き出し一番下に立てて収納できれば、取り出しやすく便利だと思います。

47 青森県　
10年くらい前のナショナル社製を使っています。 冷蔵庫の一番上の棚が高すぎます。 手が届きにくく何があるのか見えないので、重い物や使いかけの物などは入れられず、海苔や茶葉くらいしか入っていません。 スペースを無駄なく使う良
い方法はありませんか？

38 東京都　 1人ですが、パナソニック社のファミリーサイズ冷蔵庫を使用しています。冷凍庫と野菜室が欲しくて大き目のを使用しています。もう少しコンパクトサイズで冷凍庫メインの一人向けサイズがあればなと思います。

43 大阪府　 １人用のツードア冷蔵庫を使用しているのですが、霜がついて大変です。室温との温度差でしょうか？霜を付きにくくする方法が何かあれ教えて下さい。

36 大阪府　
1年ほど前、野菜室が一番下の冷蔵庫が主流だったので仕方なく買ったのですが、野菜をよく使い冷凍食品を使わない我が家には、やはり冷凍庫が一番下にあるタイプの冷蔵庫が良かったです。野菜室に2リットルのペットボトルが立てられ
るスペースがあるのですが、2本が限界。もう少し多く使えると嬉しい。

64 静岡県　 4年前に、ＨＩＴＡＣＨＩの大分大きいものを購入しましたが、私は、身長150ch弱しかない為、上の棚の奥が届かなくて不便です。只、容量は大きいので沢山入り助かっています。

44 神奈川県　
5年以上？前の、サンヨー製の古い冷蔵庫ですが、自動製氷機の水入れのフタ止めフラップが、奥側についているため、差し込むことによって、そのフラップが少し浮き、少しでも浮いてしまうと、氷ができない。ギュッと差し込まないとできない
ので、浮かないように祈りながら差し込んでいます。冷凍庫が引き出し式の上、浅いので、少し大きめのトレーなどに入っている、お肉やお魚、大きめパッケージの冷凍食品を、縦入れすると、すぐに引っかかる。

38 東京都　 AQUA製。デザイン、大きさ、使いやすさ、価格が気にいって使用している。概ね満足しているが、冷凍庫のスペースがもう少しある物を買えば良かったかと思う。

35 東京都　 Haierの冷蔵庫を使っていますが、霜取りをしなければいけないのが不便です

34 福岡県　
HITACHI　 スリムな冷蔵庫だけれど、容量が少ないので、すぐにいっぱいになってしまう。また使ってもう20年は経つので、昔のチルド室真空にならないため、ただ分けて収納出来るだけで機能を果たさない。スリムでも容量が大きくならないか
な～。

43 神奈川県　HITACHI  製氷機が壊れた。野菜室の段差いらない。フラットを選べば良かったです。

50 静岡県　 HITACHI 15年使用している。小さすぎるのでもっと外はコンパクトでも容量（中）が大きいといいと思う。

49 京都府　 HITACHI　２Lのペットボトルの出し入れが不便。冷凍室が最下段が使いやすい。 野菜室の上段のトレーがすぐにはずれて扱いにくい。

59 千葉県　 HITACHI 冷凍室に霜がつく

51 兵庫県　 HITACHI　お肉のスライドポケットが小さい。

52 東京都　 HITACHI　もっと大きいものにすればよかった。とくに冷凍庫が大きいものがいいですね。

47 大阪府　 HITACHI 引き出しを最後まで引き出せたらいいのに‥‥と思います。

51 兵庫県　 HITACHI 製氷機に霜がつきやすく ドアが閉まりきらないときがある もっと  よくなればいいのに 氷になる水をもっと入れやすくして欲しい

42 神奈川県　ＨＩＴＡＣＨＩ　冷凍庫がもっと広いといい

43 東京都　 HITACHI　冷凍庫の容量がもっと多いと便利

69 東京都　 HITACHIです。冷凍庫の狭さに不便を感じています。

29 埼玉県　 HITACHIの冷蔵庫。扉のゴムパッキンが緩んでたまに締まり切らないのが悩みです。

50 東京都　 HITACHIの冷蔵庫です。冷凍室が小さいので冷蔵室と同量のサイズであるとうれしいです。また、野菜室や冷凍室にあるこだなはかえって開け閉めに引っかかるのでなくてもよいです。

68 東京都　 HITACHI製です。もう少し野菜庫の容量が大きければ良いのですが。

34 東京都　
HITACHI製を使っています。冷凍室が大きめのものを選んで購入しましたが、それでも足りなくなってきてしまいました。背が低いので、冷蔵庫はできるだけ高さがないものを選びました。冷蔵室のドアポケットは、開け閉めのたびに中身が動い
てしまうので もう少し使いやすくなってくれると良いと思います。

41 宮城県　 LG 棚の高さを簡単に変えられたらいいのに、と思う。

46 静岡県　 ＭＩＴＳＵＢＩＳＨＩ メーカーは関係ないと思いますが、肉や野菜など、よく冷凍保存するので、冷凍庫がもっともっと大きいとうれしいです。

51 東京都　 MITSUBISHI、扉の開閉が両方に切り替えられると良いです。

28 兵庫県　 MITSUBISHI社製  一人暮らしサイズだと冷凍庫が小さい。近代の食生活に合うように、冷凍庫を大きくしてほしい。

21 京都府　 MITUBISHI 一人暮らしサイズですが、自炊するのでやっぱりおおきいさいずにしたほうがよかったです、、、飲料ぽけっとのサイズが、一人世帯用ほど大きいペットボトルが入るようにした方が絶対いいですよ！

53 大阪府　 MITUBISHI 冷凍庫をもっと大きく、取り出しやすく

80歳以上埼玉県　 mitubisi 庫内の臭いがきついこと

44 千葉県　 national  両方から開けられるドアがいい

42 京都府　 national 掃除のときに、取ってしまった枠をつけるときが難しい。

40 千葉県　 National 電源のコンセントの位置がウチの台所とは逆。コードが短くて届かないので延長コードを使ってる。 もっと長いのにして。

36 岐阜県　 National,観音開きなのでいつも左の物が期限が切れている。

33 福岡県　 national：思ったよりモノが収納できない。冷蔵庫の壁が熱くなる
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56 神奈川県　Panasonic   冷凍庫のステンレスのところは特にいらない。その分深くしてほしい。

40 兵庫県　 panasonic 野菜室が狭いのと、ペットボトルや缶飲料専用の収納室があればうれしい。

65 神奈川県　Ｐａｎａｓｏｎｉｃ　冷凍庫がもう少し大きいといいな。

53 兵庫県　 panasonic　冷凍庫が冷えすぎる

50 東京都　 panasonic 冷凍室をもっと広く、野菜室ももっと広い方がありがたいです。

43 東京都　
Panasonic, NR-E434T-N 冷凍庫が小さい！もっと冷凍庫が大きいか、各部屋(？)ごとに冷凍・冷蔵の切り替えができればいいのに。 私には野菜室は不要なので、仕方なく野菜室を飲み物冷蔵室として使っていますが、野菜室が冷凍庫にな
れば文句なしです。

46 大阪府　 Panasonic ドアポケットがあまり入らず不便、棚の高さも使いにくいです

37 石川県　 Panasonicの430Ｌの冷蔵庫。製氷機の容器の下に溜まる水をきれいに捨てられるコツや容器の洗浄方法が知りたい。何度も洗わずに使う事に正直抵抗があります。

33 神奈川県　panasonic使用ですが、子供が6人いるので冷凍室が全然足りずHaierのフリーザーと併用そておりますが、それでも足りないので今の冷蔵庫のままの大きさで冷凍室の容量だけを大きくした商品があったら嬉しいです。

63 千葉県　 SANYO ドアポケットの上部のプラスチックケースの中身が見えにくい。

38 埼玉県　 SANYO もう古いタイプなので何とも言えないですが、冷凍庫が小さい。なかなか壊れないのでいいことですが、買い替えるチャンスもないので、買い替えにふん切れないな。

63 神奈川県　SANYO もっと広いといいな

31 新潟県　 SANYO　温度調節レバーが冷蔵庫の奥にあるのが不便なので、扉の外にあれば良いと思います。

38 東京都　 SANYO 完全に閉まってない時、警告音が出ないので不便。 野菜室が狭い。 開きやすいので、子供でも簡単に開いてしまう。

33 神奈川県　SANYO、両側ドアだったらもっと使いやすいです。どの冷蔵庫でもいえますが、上のほうがやはりとりだせないです。野菜室がもっと細かく仕切られていたほうがわたしは使いやすいかなと思います。

36 埼玉県　 SANYOの冷蔵庫、引き出しの奥の物が取り出しにくい！！後ろの方で忘れられてる食材がたまにある。

43 東京都　
sanyoの冷蔵庫：冷凍庫が2段になっているのですが、下に物を入れすぎると閉まらなくなります。どこまでなら入れても大丈夫か一応線らしいのがあるのですが、もう少し見やすい（色を微妙に変えるとか模様をつけるとか）といいと思います。
他は100円グッズを使って上手に使っています。

42 埼玉県　 SANYOの冷蔵庫を９年使い続けています。一番上の段が死角になってしまうので、取りやすい見やすい作りになっていたら良いと思います。

43 千葉県　 ＳＨＡＲＰ　２Ｌのペットボトルが縦に入らない

33 大阪府　 SHARP　プラズマクラスターの効果が目に見えるようにしてほしい。

30 大阪府　 SHARP もっと冷凍庫が広かったらいいのに と思います。

42 千葉県　 SHARP 中が乾燥するようで、ラップかけていてもパサつくことがある

42 愛知県　 SHARP 野菜室と冷凍室がもっと広ければと思います

66 東京都　 SHARP 冷蔵庫の棚の高さを、もっと自由に設定出来るとよいと思う。

40 東京都　 SHARP。冷凍庫が狭い。もっと奥行きがあって、仕切りが最初からついていると収納に便利。ドアを閉める音がうるさい。音が静かだと赤ちゃんも気にならずによい。

34 兵庫県　 SHARPの冷蔵庫。冷凍庫の上段が浅すぎて、入れたいモノを入れないことがしばしば。。かき氷の製氷皿（低い円柱型）を置けるくらいの高さがほしいです。

51 神奈川県　
SHARP製の冷蔵庫を15年間使っています。使い終わった1L牛乳パックを使ってシャーベットを作り、友人にふるまう機会が多いのですが、冷凍室の高さがいま一つ足りないので、一度に作れる量がどうしても限られてしまいます。次に買い換
えるならば、冷凍室の高さがある冷蔵庫を、と思っています。

57 福岡県　 TOSHIBA   ラップをしなくても鮮度が保てるものを希望したが　そういう機能を備えたものはもっと大きい形のものだと説明を受け　結局あきらめた。

29 東京都　 TOSHIBA  音がうるさいです 特に氷を作っている時の音が気になります。 また冷蔵庫掃除の際 プラスチックのケースや板が取れにくく壊れないか心配になります。

37 神奈川県　TOSHIBA  切り替え室がありとても便利なのですが、 (普段予備の冷凍室として使用) 夏場は効きが悪くなり、アイスクリームが溶けてしまう事が難点です。

30 宮城県　 TOSHIBA  冷蔵庫収納術とか良く見かけますが、自分で揃えても良いけど、最初から揃ってたらスタイリッシュで欲しい！小物の引き出しや缶ビール収納などとにかく収納が充実した商品いいなー。

37 埼玉県　 TOSHIBA ドアポケットに2リットルのペットボトルが入らないので、入ればいい。 卵を頻繁に買うので、たまごポケットはもっと欲しい

27 埼玉県　 TOSHIBA 起動時の音がうるさすぎ

28 神奈川県　toshiba　棚部分が取り外しにくくて洗いにくい

42 岡山県　 TOSHIBA 氷の位置を上の段にしてくれたら毎回しゃがまなくてすみます…。

50 東京都　 TOSHIBA 無駄に大きい。電気代が勿体ない。夏は冷蔵庫がいっぱいになるが、冬場になると使わない部屋があるので、その部屋だけ電源を切ることが出来れば良いのに・・。

44 神奈川県　TOSHIBA 冷凍庫が小さいのでもっと大きいと嬉しい！

27 兵庫県　
toshiba、ワサビ等のチューブ系商品を入れるようなポケットがあるのですが、これがまあ、使いにくい事。 またドアポケット部分も２つに分かれているのでコストコ等で大きいジュースを買ったらドアポケットに入らないマチに小ささ。。 本当に失
敗。

38 大阪府　 TOSHIBA。上の段の奥が取りにくい！

35 神奈川県　TOSHIBAの冷蔵庫。 カビが生える。 他のメーカーはそのようなことはなかった。

69 大阪府　
ＴＯＳＨＩＢＡ製品。昨年買い替えたばかりです。エコに配慮しているのとワンタッチパネルで操作できるので満足していますが、冷凍庫内のスライドケースが邪魔になって少ない容量しか保存できないのが欠点です。区分け出来るのが便利なの
で外す訳にも行かず…悩める処ですね。

60 神奈川県　アクア　開放アラームが聞き難い

52 東京都　 アクア 立てておきたいビンやペットボトルがドアポケトに入りきらないときは、野菜室に立てておくのですが、開け閉めする時に倒れてしまうことがよくあります。倒れないように取り外し可能な仕切りがあるといいです。

35 大阪府　 アクア。冷凍庫に入れた食品がクサイ。

42 兵庫県　 アマダナの冷蔵庫使っています。 もっと大きければよかったのにと思います。

31 福岡県　 あんまり野菜室が真ん中に付いてる冷蔵庫がない。冷凍は一番下でいいと思う。

49 東京都　 かなり古くなったせいか？氷がもっと簡単に作れたらよいのにって、思う。
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49 東京都　 カラフルな色だったら、よいのにい～って、思う。

54 神奈川県　サンヨウ　野菜室が狭いです。

66 神奈川県　サンヨー 開閉ドアーが使いにくい。

46 愛知県　 サンヨー　最近は大型がメインになってますが中型で種類がほしいです 大きすぎかな？

52 東京都　 サンヨー 置く場所に制約があるので仕方ないけれど、小さい。 勝手に氷の機能は必要ないので、普通の製氷皿が使えると良いのに・・・と思う。

38 千葉県　 サンヨー　冷凍庫がぴったり閉まらない。

45 東京都　 サンヨー 冷凍庫がもっと大きいほうが良い。 野菜室のトレーが邪魔。

55 東京都　 サンヨー、  野菜室も２段だったら乾物や粉類が下にならないカナ

33 大阪府　 サンヨー、野菜室が深いのはいいのですが、仕切りがないと使いにくい。

56 兵庫県　 サンヨー、冷凍庫がもう少し大きかったらと思います。

44 東京都　 サンヨー。もう少しチルド室が広いといいなぁと思いつつ使っています。

51 東京都　 サンヨー：ドアポケットももっと冷えるといい。

56 神奈川県　サンヨー・冷凍庫が狭くて、たくさん保存できない。引き出しの高さもないからジッパー袋に入れた物が立てて詰められない。冷凍庫収納法とかやろうとしてもなかなかままならない状況です。

41 東京都　
サンヨーで、4ドアの物を使用しています。 野菜室が1番したにあるのですが…前後に稼働するスライドポケットがあるのですが…これがあることによって、おくいある大きな野菜類が非常に取り出しにくいのです。 また、1番上の冷蔵室の上部
も背の低めな私には物が取り出しにくいのです。

40 兵庫県　
サンヨーのイッツシリーズです。小さいけど壊れないのでずっと使っています。スペースと予算があれば、欧州家電を買いたいです。壁の一面のように部屋にしっくりくるデザインは日本の家電にはありません。産業デザインそものもが未発達
だと思っています。

30 兵庫県　 サンヨー製。もっと冷凍室が大きければいいのになぁ。

66 兵庫県　 シャープ　　運転中の音が気になる

46 神奈川県　シャープ　 夏場は氷が足りない。もっとじゃんじゃん氷が出来る自動製氷器があるといいのに。 一番上の段の奥に入ったものが取りずらい、入れているものがたびたび行方不明になって賞味期限切れで結局捨ててしまうことがよくある。

61 東京都　 シャープ　 野菜室が使いにくい。

54 京都府　 シャープ　　卵を入れておくスペースが使いにくい　チルド室がもう少し大きいといいのに

56 千葉県　 シャープ　380リットルでものが入らない。

27 埼玉県　 シャープ ちゃんと蓋かしまっていない際のブザー音が、災害時のような警告音で、あまりにきつ過ぎて、いつもびっくりしてしまいます。

70 大阪府　 シャープ　ドアが閉まりにくい

46 神奈川県　シャープ　どっちもドアなので、開閉時音がするのと、扉が重い。

45 東京都　 シャープ　ボトル入れの奥行があるとよかった

38 東京都　 シャープ　もう少し冷凍室の容量が大きいといいなと思います。

39 北海道　 シャープ　もっと音を静かにしてほしいです。

45 大阪府　 シャープ　もっと段が広かったらいいのにと思う

33 大阪府　 シャープ　一番上の棚が使いにくい、背が低いので見えない。氷作るって貯まる引き出しにひいてる防音シートがすぐにズレる。

38 神奈川県　シャープ　一番上の段のものと扉の後ろの部分が取り出しにくい。

59 京都府　 シャープ　運転音が気になるときがある。

47 東京都　 シャープ 汚れた時に取り外すと設置が大変！ 簡単な装着がいいなぁ～

66 千葉県　 シャープ 温度焼成ダイヤルが庫内の奥にあり、季節の変わり目になるといつも不便を感じます。それ以外は満足度１００です。

75 東京都　 シャープ　庫内の冷気がうまく巡回しない。

54 東京都　 シャープ 庫内上段奥に手が届かない。

32 兵庫県　 シャープ 細々したものを入れたら中見にくくて、奥の方に入れてあるものが見えなくなってしまうのが不便。

34 神奈川県　シャープ　使いやすい。ただ一人暮らし用で小さいので、冷凍庫をもっと大きくしていただけると使いやすい

51 福岡県　 シャープ　使いやすいのですが、もし、冷蔵部分の棚がもう少し動かせたら、もっと使いやすいと思います。

65 埼玉県　 シャープ　自動製氷の汚れは取りにくい。（だから製氷皿に水を自分で入れて作っている　…自動製氷は必要ないと思える）

36 神奈川県　シャープ　小さくて容量が足りない。 買いだめ保存ができないので、 300リットルくらいのが欲しい。

32 北海道　 シャープ　製氷機能を全く使わない我が家。完全に取り外せて、冷凍庫として使いたいです。

66 大阪府　 シャープ 前面の熱が高すぎる

66 宮城県　 シャープ　掃除がもっと簡単にできるといいなぁと思います。溝が多いので。

32 北海道　 シャープ　棚が落ちる

37 茨城県　 シャープ　独特の臭いがする

58 東京都　 シャープ 扉のポケットがごちゃごちゃしていて使いにくい。

33 静岡県　 シャープ 扉を開けるときの音がうるさいです。
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38 東京都　 シャープ 氷を作るのに水を入れる容器が気づくと空っぽで氷が全然ない！作るまで時間がかかる！ので、容器の水がなくなったら光って知らせてくれたらいいのに。

66 千葉県　 シャープ 野菜庫が深すぎて使いにくいので、中間のトレーなどがあったらよいと思う

44 愛媛県　 シャープ　野菜室で野菜を収納するとき、「立てたまま」とか、球状の野菜をまとめてとか、自分で工夫しないと収納できないのが面倒。

37 兵庫県　 シャープ 野菜室と冷凍室が縦型でそれぞれ3段ずつ引き出しになっているタイプで、買うときは細かく分かれていて便利そうだと思ったが、大きいものだと入らなかったり（特に冷凍室）して不便。

40 千葉県　 シャープ 野菜室や冷凍室が縦型なので使いにくい

42 東京都　 シャープ 卵を入れる場所が欲しい

30 東京都　 シャープ 卵入れが欲しかった

50 東京都　 シャープ　両開きの扉なのが良いですがはずれやすい。

46 大阪府　 シャープ 両側から開け閉めできてとっても便利 氷は自動製氷機能がない方がよい　　ぬめりなどが気になる

55 神奈川県　シャープ　冷凍庫と野菜室のスライド式の蓋は使い勝手が悪く、すぐ外してしまった。

44 京都府　 シャープ　冷凍庫のしまりが常に悪い気がする（引き出し式） 霜がつきやすい。

52 大阪府　 シャープ 冷凍室が狭い。

69 愛知県　 シャープ、ドアーポケットが大きいと使いやすい

42 兵庫県　
シャープ、プラズマクラスターが出るというところが気に入って買いましたが、前の冷蔵庫にあった「開けっ放しだとアラームが鳴る」機能がなく、思った以上に不便です。年を取った親がいろんなことを忘れるので、この機能が便利だったことを
実感。

47 千葉県　 シャープ、ポケットがもっと使いやすかったら便利だと思います。

42 東京都　 シャープ、もっと冷凍庫が大きければいいのに

45 埼玉県　 シャープ、奥のものが取り出しにくい、いつの間にか忘れてしまう

66 愛知県　 シャープ、自動氷いらないです。使ってないのでスペースがもったいないです。

52 兵庫県　 シャープ、上段の奥が見にくく届きにくいです。あと卵置き場は扉ではないところのほうが品質維持に良いのでそのようにしてほしいです

50 東京都　 シャープ、冷凍庫が三個の引きだし式になってるんですが、１番深い引き出しでも浅いです。もう少し深いと、背の高い物を縦に立たせて冷凍できるのですが・・

67 東京都　
シャープ。 冷蔵庫の幅を縦に二分されて野菜室と冷凍庫になっているので、冷凍の幅が広い品物が入らない。(ホールのケーキ等)  野菜室は縦に重ねて入れなくてはならないので、下になった品物が出しにくい。買い替えの時は使いやすさ
を重視したいです。

57 千葉県　 シャープ。もっと棚移動が可能ならいいのに

43 神奈川県　シャープ。もっと野菜室の仕切りが工夫されているといい。たまにつっかえてしまう。

51 東京都　 シャープ。もっと冷凍性能が良ければいい。

31 大阪府　 シャープ。見た目より中が小さくて物が全然入らない。

30 兵庫県　 シャープ。除菌効果がもっとはっきりと目に見えればと思う

47 東京都　 シャープ。製氷の音が小さいと嬉しい。

43 鹿児島県　シャープ。野菜室の引き出しがもっと前まで出てくれたらいいのにと思う。

62 兵庫県　 シャープ。冷蔵ばかりどのメーカーも大きい。冷凍食品の普及が著しいのだから冷蔵を控えめにして冷凍庫の容量がもっと大きいといいなあ

39 兵庫県　 シャープ。冷凍ボックスの上段の引き出しがよく引っかかって閉まりにくくなる。

51 神奈川県　シャープ。冷凍庫がタテに３段になった、ちょっとかわったつくりの冷蔵庫。大きなものが複数入れにくく、意外に使いにくかった。

39 大阪府　 シャープ。冷凍室に細かな仕切りがあると生理整頓できそう。

33 北海道　 シャープ:特別不便はないが、棚などの取り外しが簡単で掃除がしやすかったら良かったです。

56 千葉県　 シャープ：卵入れが使いにくい。

47 京都府　 シャープ：冷凍庫スペースが少ない

58 兵庫県　 シャープ・・・全体に小さい、中の掃除がしにくい

47 北海道　 シャープ・もう少し全体的に容量が大きい方モノが‥。

59 兵庫県　 シャープ・大きなお鍋もそのまま入れたいが入りません。野菜室が小さい。

36 東京都　 シャープ・冷蔵庫が重くて動かせない。部屋の模様替えをしたくて冷蔵庫を動かしたいが手軽にできないので残念。 冷蔵庫の下を掃除したくても地面からの幅が狭すぎる。もう少し高かったら冷蔵庫も衛生的に扱えそう。

63 大阪府　 シャープです。チルド室が浅く商品をしまうと奥に落ちる。

58 大阪府　 シャープです。製氷室が２つに分かれてると、冷蔵庫で作った氷と買ってきた氷を両方入れられて便利だと思う。

36 東京都　 シャープです。閉まりにくいので悩んでいます

31 岡山県　 シャープのどっちでもドア どちらからも開くけど、ほぼ片側しかあけない

65 静岡県　 シャープのプラズマクラスター、少ししゃべりすぎかな？と思うのは私だけ？

28 神奈川県　シャープのプラズマクラスターを使っていますが、いまいち効果がわからない。もっと目に見えてわかりやすくなればいいのに。（何かが数値で出る、等）

39 埼玉県　 シャープの野菜室が縦型の冷蔵庫 冷凍室がもっと大きいとよかった

24 兵庫県　 シャープの冷蔵庫。野菜室に引き出しがついているのですが、天井との間が狭くてよくものが引っかかるのが不便
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41 東京都　
シャープの冷蔵庫です。もうすぐ8年になるので買い替えと思っています。上部冷蔵室のドアポケットに２Ｌペットボトルが入りません。だからいつもお茶は野菜室に入れていますが野菜は土がついていたり汚れやすかったり野菜が多いと入りき
らないし少ないと倒れていたりお茶はうえの冷蔵扉が便利よね。といつも思ってしまいます。

41 大阪府　 シャープの冷蔵庫ですが、野菜室や冷凍室が最後まで引き出せないので奥のものが取り出しにくく不便です。

42 東京都　 シャープの冷蔵庫を使っているのですが、氷ができるスピードが遅いんです。。。もっと早くできるといいのにな。

52 兵庫県　 シャープの冷蔵庫を使ってます。使いやすく便利な点も多いのですが、扉裏のポケットが狭いところが難です。夏場は冷たい飲み物でいっぱいになるので、もう少し広いと有りがたいです。

33 大阪府　 シャープの冷蔵庫を使用しています。冷凍庫が上から二番目、野菜室が下なのは嬉しいのですが、野菜室の高さがもう少しあれば野菜を立てて収納できたりするのにと感じました。

67 兵庫県　 シヤープの冷蔵庫内の電きゆうを取り換えることができない

39 福岡県　 シャープを使用しています。 どの冷蔵庫にも言えるかも知れませんが…背が低い私には、上の段のものが全く手が届きません。 そこが、私にとってとても不便なところです。

67 東京都　 シャープ製 どちらもドアーが置き場所のどちらからでも扉が使えるので大好きです。 冷凍室がもう少し大きかったら良いとおもう。

55 鹿児島県　シャープ製　上段の奥に手が届かず、掃除しにくい。

65 千葉県　 シャープ製。  奥にしまった食品を無駄にすることが、多々あるので、奥行きを浅くしたり、棚を工夫した冷蔵庫が欲しい！

55 東京都　 シャープ製。 通電時の音がブーンとうるさくて気になる。 また、製氷時の氷の落下音も改善してほしい。

47 東京都　 シャープ製。チルド室のスペースがもう少しほしい。小物入れにもっと工夫を！！

68 大阪府　 シャープ製。左右開きだが、置き場にギチギチ過ぎた感じ

48 神奈川県　シャープ製の冷蔵庫 うちにあるのは冷蔵庫内のレイアウトがしにくい形で物をいれるのに苦労します。 サイドにある飲み物いれも微妙にペットボトルが入らなかったりとちょっと不便です もう少し大きければペットボトルがおさまるんですが

44 千葉県　 シャープ製を使用しています。両開きです。とても気に入っていますが、冷凍棚の取り外しがもっとしやすいと、掃除が楽です。

40 静岡県　
シャープ製品。両開きの冷蔵庫をいろんなメーカーから、販売してほしい。（転勤が多いので、両開きの冷蔵庫だと設置場所による、扉の開閉に不便を感じない。）（買い替えたくても、製造メーカーが決まっているので、他のメーカーを使う楽し
みが減る。）

52 栃木県　 シャープ野菜室がたてに小さく３つ並んでいるので量が入らない。横にひろいほうがいい。

67 兵庫県　 シヤープ冷蔵庫の製氷器　に水を入れて氷を作るときに製氷皿が周りにくっついて取り出すときじかんがかかる。氷ついてしまう。

50 兵庫県　 それなりに動線を冷蔵庫に合わせてしまうので特にないですが・・・  ドアの棚や冷凍庫などに仕事で使う机のように仕切りが立てられれば便利かなと思います。

62 兵庫県　 タントを使っています 冷凍庫がもっとあればいいのにと思います

51 東京都　 チルドの引き出しで物が動く

36 大阪府　
チルド室の透明プラスチックがくもって、中身が何か見えにくい。また、大きな引き出し型の野菜室や冷凍庫の本体ではなく、上部にある引き出しが深みのある物や大きな物をいれられない。深さが自由に調節できると便利（引き出しパターン
が2種類あり付け替えできる）。

38 福岡県　 チルド室の容量が増えると嬉しい

30 東京都　 ドアが半開きだと教えてほしいです

48 神奈川県　どのメーカーでもそうですが棚の可動域が狭い。もう少しいろいろアレンジできると便利。

59 千葉県　 どのメーカーというのではないけれど、冷蔵庫って一度セッティングしてしまうとずぅーっとそのまま。後ろを掃除したくても重くて動かせないのが難点。一年に一度くらい冷蔵庫の下や裏を掃除したいものです。

34 大阪府　 どれだけ大きい冷蔵庫を買ってもいつもパンパンになる。。。

47 東京都　 ナショナル  もっと冷凍庫が広いといい

63 神奈川県　ナショナル　　氷の貯氷コーナーが単独で取り外しできないので、冷凍室上容器を全部取り出さないと、貯氷コーナーにこびりついた氷を除去できない。 貯氷ボックスを単独で取り外しできるといい。

52 栃木県　
ナショナル 右側のポケットが深く細かいものを入れたときに取り出しにくいので、もっと浅いポケットもあるといいなと思います。 また野菜室が全部開かないので奥のものが取り出しにくいです。こちらは今は全部引き出せるものが出ているかも
しれません。

44 兵庫県　 ナショナル 牛乳など入れるポケットはもっと広ければいいのに。と思います

68 千葉県　 ナショナル 製氷機関連が洗いにくい、野菜入れが小さいのでもっと広く。

53 鹿児島県　ナショナル 買い置きをするので、冷凍庫がもっと大きな方が良い。

57 千葉県　 ナショナル　氷の出来が不安定

65 東京都　 ナショナル　野菜が真ん中に入れられるのは良いのだけれど、深すぎて、奥にあるものを見落としてしまう。

58 兵庫県　 ナショナル 野菜室が大きいほうが良い

42 千葉県　 ナショナル 冷凍庫が一番下で古いせいか床が湿ってしまう 冷凍庫が一番下って使いづらいと購入してから思った

53 兵庫県　 ナショナル　冷凍庫の容量がもっと多かったらいいのに

50 埼玉県　 ナショナル　冷凍室がもっと大きかったら助かる

44 兵庫県　 ナショナル　冷凍室が広いといいな

36 石川県　 ナショナル、沢山入っていても掃除がしやすかったらいいと思う…

68 東京都　 ナショナル。 バターをパンに付けてのばせる程度の、柔らかさを保つバター入れ部分が欲しい。  ※５０年位前の我が家の冷蔵庫（日本製）にはそれがあって、とても便利でした。

42 兵庫県　
ナショナル。まだ生きてます。不満はないけど。どこのメーカーにも思います。米、冷蔵庫保存の方がいいらしいので、米専用スペースがあって、大きな扉を開けなくても、小さな専用扉から計量したものが出せる仕組みがあればなあって思い
ます。

30 大阪府　 ナショナル。もう少し製氷が早くできればと思います。半日以上はかかるので・・・

66 広島県　 ナショナルの冷蔵庫です。二人だから大きくなくても良いと思ったけれど、もっと容量の多いい冷蔵庫にすればよかったと思います。特に冷凍庫。

59 山口県　 ナショナルの冷蔵庫ですが冷凍庫を大きくしてほしい

51 愛知県　 ナショナル旧製品ですが、奥行きが他社製品よりスリムなのか、扉裏のポケット容量が少ない。
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44 大阪府　 ナショナル製 製氷用の水のタンクの幅がせまくて、洗いにくい（手が入りにくい）。

57 北海道　 ナショナル製。奥にしまっているものが、わからなくなります。

43 神奈川県　ナショナル量料がもっとあればいいなと思う時があります。

24 東京都　 ハイアー もっと高さがほしい

30 北海道　 ハイアール １人用冷蔵庫はどれも容量がおなじ。もっと冷凍室だけが大きいものがほしい。自炊で節約するのに冷凍食品は必須

44 福岡県　 ハイアール 一人用だから小さいし、温度を下げると、下手すると奥に行ったものが凍ります。

29 北海道　 ハイアール 音がうるさい

35 東京都　 ハイアール 音がうるさい

29 福岡県　 ハイアール（2段） 一人暮らしなのでちょうどいい。でも、いちいち、しゃがんでから取り出すのは面倒くさい。

65 千葉県　 パナソニック　　 最近冷凍品が多いので冷凍庫が大きいほうが良い

55 和歌山県　パナソニック  奥が深すぎて届きにくいです

18 山梨県　 パナソニック  温度調整を自動でしてほしい。

30 千葉県　 パナソニック  照明が暗い。天井にしかライトがなくて最上段に物をたくさん積めるとライトがふさがって中が暗くなってしまう。

80歳以上大阪府　 パナソニック  余計な段差が出し入れの邪魔

42 千葉県　 パナソニック　かつてシャープで両方から開けるタイプで便利だったので　パナも両方から開けるといいのに　観音開きだが　片方壁なんで　ぶつかるんですよね・・・・いま　大型はほぼ観音開きだから

57 和歌山県　パナソニック　スリムな外観でも内容量が大きいものが欲しいが、漬物樽が入らないので困っている

47 北海道　
パナソニック チルドルームが小さくて使いづらい。深さがあるのはいいが下の方に入れると取りづらいので、引き出しタイプではなく、トレーの上に蓋が乗っているようなタイプ（引き出すと同時に蓋が上がり、トレーだけ引き出すようなイメージ）
だと使いやすいのにと思う。

43 千葉県　 パナソニック ドアが最後まで閉まりにくい

66 兵庫県　 パナソニック ドアの開閉が重い

66 兵庫県　 パナソニック ドアの開閉に力が入る事

53 兵庫県　 パナソニック　ドアポケットの棚の高さが変えられたら便利

53 神奈川県　パナソニック　ドア側の収納ケースが高さの調整が出来ると良いですね。

60 兵庫県　 パナソニック　ピタッとしまっていないときの　知らせる音が小さすぎて　わかりにくい

59 千葉県　 パナソニック　ボトルケースが使いにくいです。もっと、出し入れしやすくして欲しいです。

53 東京都　 パナソニック マンション用なのでドアが片開きで使いにくい。できれば、容量を変えずに両開きドアが あるといいのに。と思う

46 広島県　 パナソニック　もう少し冷凍庫の容量がほしいです。

44 東京都　 パナソニック もっとスリムだといい

32 東京都　 パナソニック　もっとたくさん収納できればいいのに

37 大阪府　 パナソニック　もっと収納ができたらいいのに

50 兵庫県　 パナソニック　もっと省エネになれば良いのに

48 東京都　 パナソニック　もっと冷凍庫が広かったらいいと思う。 子供のお弁当用冷凍食品の保存が必要だから。

45 千葉県　 パナソニック　一升瓶が縦に入るスペースがあったらいいな。

35 千葉県　 パナソニック 一番上の棚のものが取りにくいし、見にくい。 背が低い人にももっと見れるようになればいいのにと思います。

48 大阪府　 パナソニック 一番上の段にレタスを置いていると低温障害のようになり使えなくなる。 最上段奥にモーターがあるせいか冷えすぎて、結露したりしてあまりものを置けない。

33 東京都　 パナソニック 奥のものが取りにくいから、ケースで引き出せたりすると便利

46 東京都　 パナソニック 奥のものが少し取り出しにくい

55 兵庫県　 パナソニック　観音開きなので使いやすいが、一番上の団が奥いきが狭い感じする。もう少しいれられるといいなと思います。

58 東京都　 パナソニック 庫内のお掃除がしにくい

26 千葉県　 パナソニック 座ってから閉まってないと音が鳴るのが面倒なので、あけている最中は音楽が流れればいいなと思う。

44 京都府　 パナソニック　仕切りの高さをもっと調整できるといいと思う。

43 京都府　 パナソニック　使いにくいのは、たまに大きな鍋ごと冷蔵庫に入れたいときに棚を外さないと入らないのが面倒。昔の冷蔵庫は棚の段調整が出来ない代わりに一番下の段は結構は大きなスイカが丸ごと入るくらい高かったのになぁ

57 埼玉県　 パナソニック　使いやすいです！　ただ、これはうちだけでしょうが、一升瓶をドアポケットに入れています。ちょっと安定しないで、ドアを開けるたびにガタン！しっくりしません。

54 大阪府　 パナソニック 自動製氷の部分が洗えないのが不衛生な気がする。

55 東京都　 パナソニック 取っ手の素材が悪く 汚れやすい。

57 神奈川県　パナソニック　少しサイズが小さくて、特に野菜室、野菜が立てて保存できないので失敗した。

60 大分県　 パナソニック 少し容量小さい（入口が狭いため）

41 愛知県　 パナソニック　省エネと容量については満足しているが、観音開きを選ばなければ良かったと思っている。半分だけ開けると取り出しにくいことが多かったりする。
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54 神奈川県　パナソニック　省エネになっていいのだが　扉を閉めてもしまり方が弱いのと　空いたままになってしまっているときの警告音が小さくて目立たず　一晩空いてしまっているときがあった

52 神奈川県　
パナソニック　上段の仕切の間隔が悪く、重たい鍋ごと入れるとき、段を外さないとならない。すると、その上部に空間が出来て、効率が悪い。 ポケット部分の収納がサイズに合わず、使い勝手が悪い。段の手前、汁物がこぼれたとき、掃除が
できない。

53 広島県　 パナソニック　製氷室がもう少し大きいとうれしいです。

45 愛媛県　 パナソニック 棚アレンジがもっと多岐にわたってできるとよい

25 神奈川県　パナソニック　棚の高さを自由に変えたい

39 兵庫県　 パナソニック 置き場の都合上本当は右開きのほうが使いやすかったが、左を買った。両開きなら便利

57 滋賀県　
パナソニック 肉のまとめ買いをして小分け冷凍したり、ねぎやブロッコリーが安い特に買ってきざんだりゆでたりして冷凍しようとすると、冷凍室が狭い！生協が来た日は大変！冷蔵室や野菜室をもう少し狭くして冷凍室をもっと広くしてほし
い。

54 千葉県　 パナソニック 扉が観音開きですが以前のような片開きのほうが使いやすいと思います。

29 千葉県　 パナソニック 扉のポケットに大きいペットボトルが全然入らなくていつもこまっています！

44 福岡県　 パナソニック 氷ができるのが 遅い

39 大阪府　 パナソニック　氷がもっと早くできたらいいのに

61 大阪府　 パナソニック 野菜庫もう少し広ければ

53 兵庫県　 パナソニック 野菜室が真ん中にあるので取り出しやすく、けっこう気に入っております。 冷凍室が真ん中タイプが多いので、 もっと野菜室真ん中冷蔵庫を希望します。

58 神奈川県　パナソニック 野菜室と冷凍庫の中棚の動きが悪く外れやすいのでもっと使い勝手が良くならないと思います。

31 埼玉県　
パナソニック 野菜室に野菜を入れると開閉のたびに中の野菜がゴロゴロと動いてしまう。立てて保存したい野菜が多いのにスペースが手前のところしかなくて、そこに醤油や麺つゆなど冷保存したいものが入っていてスペースの取り合いにな
る。

49 茨城県　 パナソニック 野菜室のスペースがもう少し広いと使いやすいと思います。

55 兵庫県　 パナソニック 容量が小さいので収納できる量も少なくてストレスになっています。 大きいものに買い替えたいな～

60 神奈川県　パナソニック　卵入れの奥行きがありすぎて、出し入れが不便。

74 千葉県　 パナソニック　両開きの境目は中央のほうが使いやすい

44 兵庫県　 パナソニック　両手がふさがってても開けやすいドアだったらいいです。

48 埼玉県　 パナソニック 冷やす時のモーター音が気になる。

53 兵庫県　 パナソニック 冷蔵庫内の掃除がしにくいですね。電気も入っているので、開けっ放しだと電気代ももったいないから…。

47 大阪府　 パナソニック 冷凍庫が小さい

34 神奈川県　パナソニック　冷凍庫が小さい

53 滋賀県　 パナソニック 冷凍庫ですが、食品を出し入れしやすいように改良して欲しいです

50 神奈川県　パナソニック 冷凍庫と野菜室が二段式の引き出しになっているのですが、その上の方の引き出しがすぐに斜めになってガタガタしてしまいます。直している間に冷気が逃げてしまい、イライラします。

62 福島県　 パナソニック　冷凍庫の中の下の物が取り出しにくい。

57 東京都　 パナソニック 冷凍庫の容量がもっと大きいと助かります。

55 兵庫県　 パナソニック　冷凍室をもっと広くしてほしい

41 兵庫県　 パナソニック，冷凍庫の手前側に低い仕切りがついているのが使いにくい，なくていいのに

65 千葉県　 パナソニック、ドアが開けにくい、電源の切り替えの時なのか気になる音が出る。

31 神奈川県　パナソニック、もっと大きかったら良いのに… 家族が増えたのでもっと奥行きがほしいです

69 東京都　 パナソニック、製氷機の掃除が面倒

69 東京都　 パナソニック、製氷機の掃除が面倒。製氷機を掃除しなくても衛生的な製品が欲しい。

57 大阪府　 パナソニック、野菜室が真ん中だともっといいのに…

63 香川県　 パナソニック、冷凍庫がもっと広ければ良い

63 兵庫県　 パナソニック。　 キッチンで置くスペースが限られているので大きなものは置けないのですけど、野菜室が狭くて使い辛い。

36 東京都　 パナソニック。 お手入れがもっとしやすいと嬉しいです。

52 東京都　
パナソニック。 全部の冷蔵庫について疑問があります。最近、ＴＶで氷を作る時はかびるから水道水でとかお手入れは水でとかいろいろ聞きます。冷蔵庫内部の外に取れない管なども時々お手入れしないといけないのではないかと思ってしま
います。なので、自動お掃除機能があってもいいのではないかと思うのですがいかがでしょうか？

55 茨城県　 パナソニック。1番上の棚が見づらい。野菜室がもっと手前に引き出せたら良い。

51 神奈川県　パナソニック。もっとチルド室が大きければいいと思う。

42 東京都　 パナソニック。飲み物を入れる（立てる収納）ドアポケットの部分が、２Ｌペットボトルで太いものが入らず不便。中の冷蔵室に寝かせて入れるのは転がるので不安定だし、邪魔になる。

50 奈良県　 パナソニック。奥が見難いので、鏡のようなものがあると見やすそうです。

34 大阪府　 パナソニック。細かな機能よりも基本性能を上げて。

39 神奈川県　パナソニック。電気の節約的にはすごく助かりますが、観音開きの左側の方の扉が小さく、そちらに入っているものをよく忘れてしまう事です（いつもは牛乳等をいれている右側の大きな扉の方を開け閉めしているため）。

47 神奈川県　パナソニック。背が小さい家族なので、一番上の段が高すぎてちょっと不便です。

43 大阪府　 パナソニック。氷を作る音がもっと静かならいいのに
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58 東京都　 パナソニック。粉類を収納するところがあれば。チルドルームがいっぱいになってごちゃがちゃする。両開きの扉の所の収納がつかいにくいところがある。

63 兵庫県　 パナソニック。野菜室が一番下なので使いにくい。

67 東京都　 パナソニック。野菜室が上にあればいい

62 熊本県　 パナソニック。冷凍庫がもっと広いといい。

51 愛知県　 パナソニック。冷凍庫を大きくしてほしい。

59 新潟県　 パナソニック。冷凍室がもっと大きいとよかった。

42 東京都　 パナソニック。冷凍室が真ん中、結構使いずらい。やっぱり下でいい

58 香川県　 パナソニック・お米やソースや味噌などの専用コーナーがあればな。

60 静岡県　 パナソニック・野菜室のスライドタイプの引き出しが、しまいにくいし、外れて大変なこともあるので、何とかして欲しいです。

42 千葉県　 パナソニック・冷蔵室の奥行きがもっと欲しいです。

46 兵庫県　 パナソニックNR-F433TN 野菜室が広くて取りやすいという宣伝だったけど、上の引き出しをずらさないと取り出せないが取りにくい。

63 福岡県　 パナソニックだがドアが重くてあけるのに力がいる。 以前使っていた東芝のプッシュ式で開く冷蔵庫が良かった。

50 東京都　 パナソニックだったかと思います。冷蔵温度の調整ができないので、できればいいのにと思います。

26 東京都　 パナソニックで、もっと冷凍庫の庫内温度が均一だといいなぁと思います。

35 東京都　 パナソニックです。 もっと個性的なデザインやカラフルな色があったら料理が楽しくなるなと思います。

40 東京都　 パナソニックですが、２Lペットボトルや牛乳など、大きめの飲料をけっこう置くことがわかり、場所が足りない感じがします。

47 東京都　 パナソニックの3ドア冷蔵庫を使っています。 もっと消臭して欲しいと思います。

40 兵庫県　 パナソニックの600ｌ使用。でも、もっともっと入る冷蔵庫がほしい。もうこうなったら、業務用とかかな？でも、そうなると、電気代が高いのかも？

34 宮城県　 パナソニックのエコナビを使用しています。夏場の氷の消費量が多く、間に合わないことがありますので、夏場だけでも増量生産できる機能があれが嬉しいです。

59 静岡県　 パナソニックの冷蔵庫。氷を作る時にお水をいれれば自動的にできるのですが、時間がかかるし大きな塊の氷が作れないところ。

51 東京都　
パナソニックの冷蔵庫。冷凍室が小分けにされていますが、使い勝手が悪く、収納に不便な引き出しがあります。いまのはやりで、最下段に冷凍室を配置するのは使い勝手が悪いです。昔のように冷凍庫は普通に最上段にあって良いと思い
ます。

33 埼玉県　 パナソニックの冷蔵庫で。上の棚や奥まで手が届かないので、使いにくい。

44 奈良県　
パナソニックの冷蔵庫を使用中（NR-F504T-S）。１．製氷室と冷凍室（小）の開けるための取っ手部分がくぼみになっているせいで、ほこりやゴミがたまりやすく、掃除もしにくい。お手入れのしやすさをもっと考えてほしい。２．夏は自動製氷が、
氷の消費ペースに追いつきません。もっと早く氷をどんどん作ってほしい。

41 大阪府　 パナソニックもっと美味な氷を作るたら良いな

43 千葉県　 パナソニックを使っています。野菜室が一番下の引き出しですが、はじめは大きく開いて、エコだしいいと思ったのですが、取り出すのに何度も膝を折りしゃがむのが大変なことに使ってみて気づきました。

39 東京都　 パナソニックを使用中。容量がより大きく、壁にセットされた先進国並みの品のある冷蔵庫がほしいとママ友の間で話題になりました。

57 埼玉県　 パナソニック奥行きが日立よりもなく余り入らない気がする。マンションだからだいどころのまぐちも決まっているし仕方ないかな

61 奈良県　 パナソニック製 もっと大容量だといいのに

51 東京都　 パナソニック製 缶ビールが急速で冷やせるとうれしい。

46 愛知県　 パナソニック製、冷蔵室がもっと大きいと嬉しい。

60 大阪府　 パナソニック製。外しにくく・・掃除しにくい。

66 千葉県　 パナソニック製・食品を入れる場所によって温度が違うようで凍ってしまうことがあるので使い辛い

58 埼玉県　 パナソニック製ーーー野菜室が最下段で毎日腰をかがめるのが不愉快だ。モーターが上にあるので壁に伝わる音がうるさい。

57 大阪府　 パナソニック製氷機の受皿の中に入っているシートが薄く跳ね上がりそのシートの下に氷が入り込み気になります

35 広島県　 ヒタチ 小分けがもっとほしい

35 大阪府　 ヒタチを使用。冷凍庫の容量がどうしても足りないです！

56 東京都　 ぽっけが狭い。脱臭が最初から取り付けられているといい。冷凍庫は、深いので二段がいい

54 神奈川県　まめに洗わないせいだと思いますが、製氷機のフィルターが汚れる。

44 兵庫県　 ミツビシの冷蔵庫で、チルド室が狭いのでもっと広くしてほしい

38 大阪府　 ミツビシの冷蔵庫を使っています片側開きなので、両側開きだったらよかったなと思います

49 大阪府　 メーカー：SANYO　特に不便な点はありませんが、メーカーが今はないので修理の際、どうしようかと不安です。

46 京都府　 メーカー：日立 狭いスペースに置ける、もっとスリムな冷蔵庫があると嬉しい。

38 東京都　
メーカー：日立　大容量の冷蔵庫はどこのメーカーもある程度使い勝手もよいし、不便なところも少ないが、一人暮らし用の小さめの冷蔵庫は機能が少なくて不便だった。容量の小さい冷蔵庫も同じように色々と工夫されたものが発売されたら
売れるのではないかと思った。

64 兵庫県　 メーカーは、日立。冷蔵庫部分の棚を自由に移動出来たら良いのに

31 東京都　 メーカーはSANYO。冷凍庫が2つあるので、冷食用と子供の離乳食用で分けているます。旦那のお酒が入っていましたが、離乳食優先になったので、もう少し冷凍庫が大きければ入れられたのに。

51 大阪府　 メーカーパナソニック 冷凍庫が小さい（古いからな）



年齢 都道府県 日ごろ使っている「冷蔵庫」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

35 神奈川県　
メーカーはパナソニックの冷蔵庫。本製品の冷蔵庫にしたら、氷が平べったく薄い氷が出来ます。そのため、グラスに氷を入れると予想以上に美味しくなさそうな見た目に。。他社製品は正方形まではいかなくても、縦横幅がある程度あり、他
のメーカーだと氷に白いところがなくまったくの透明氷が出来ますとうたってましたが、いまとなってはそちらにしとけばよかったと後悔してます。

40 東京都　 メーカーは日立　上の物をとりやすく

54 北海道　 メーカーは日立です。特に使いずらい事はないですが、ドアのパッキンがちょっと弱いような気がします。

59 兵庫県　 メーカーは日立冷蔵庫。身長１５０センチの私には、上部の内部が全く見えないし分からない。椅子を使っての出し入れが大変不便。

32 滋賀県　 メーカー不明。野菜室が小さすぎて使いづらい。

41 愛知県　 メーカー名 三菱 氷をもっと早く作れると嬉しい。

73 東京都　 メーカー名　日立 ドアポケットに2リットルの冷水ポットが入らない。

47 大阪府　 メーカー名：Panasonic 観音扉の内ポケットのボックスの高さが変えたら、もっと便利で使いやすのに。 他は大満足です。

72 千葉県　 メーカー名:パナソニック もっと容量が大きかったら使いやすい。

28 東京都　 メーカー名：三菱  扉のポケットが狭くて牛乳が入れられない タマゴいれが扉のほうにあって、腐りやすい

70 石川県　 メーカー名：三菱 あまりよく冷えないです。 音がすごくうるさいときがあります。 よく冷えて静かな冷蔵庫があればいいなと思います。

58 福岡県　 メーカー名・・・三菱電機　　希望する点・・・私はあまり身長が高くない（１５７センチ）ので、もう少し背の低い冷蔵庫だったらといつも思います。

40 千葉県　
メーカー名はもらいものでちょっとわからないのですが、最近は便利な調味料がお味噌だなんだとボトルで売ってるものが多いので冷蔵庫の扉側についてる立てていれる部分の収納が少なくて困ります。引き出すタイプでボトルもたてたまま
で入れれればいいのに。

65 大阪府　 メ－カ－　東芝。もっと中が掃除しやすかったらいい。

56 東京都　 もう少し大容量なら良いのにな～

55 高知県　 もっとおうとつが無ければ掃除しやすいのにと思います。デンマーク製のエレクトロラックスという冷凍冷蔵庫みたいなの希望。

41 東京都　 もっとペットボトルを立てて入れたいです。

31 東京都　 もっと飲み物が速く冷えればいいのに・・・

19 千葉県　 もっと小分けできる収納力が欲しい！

43 岡山県　 もっと色が選べれたらいいと思う

42 東京都　 もっと製氷機の氷が美味しくなって欲しい。

62 神奈川県　もっと棚が高い方が、ビン類を並べられるからいいと思う。

40 愛媛県　 もっと容量があったらいいのにと思います。

44 北海道　 もっと卵入れの高さがあるとパックごと入れてだしやすい。

36 神奈川県　もっと冷蔵庫部分より冷凍庫が大きいといいなと思います

48 神奈川県　やはり、奥のものが使いにくい。夏場にドアの開閉によって冷気が逃げるのが気になる。スーパーなどで使っているエアカーテンみたいのは導入費用は高いのかしら？

29 青森県　 安いものなのでこんなものかという印象。どんなメーカーも高いものは良いと思います。安くても長く使える性能を望みます

62 神奈川県　以前　製氷庫の氷にカビが入っていたので、分解掃除が簡単にできる 製氷庫雅ついてたらうれしい

29 東京都　 一人暮らし用の冷蔵庫は小さくていいのですが、冷凍庫が小さすぎる！買い溜めをしたときように、冷凍庫は大きめに作ってほしいです。。TOSHIBA製です。

39 京都府　 一番下が野菜室、下から2段目が冷凍庫がいいのか？逆がいいのか？

58 神奈川県　
一番上の段の奥に手が届かないので、いつも、椅子に乗って取らなくてはならない。とても不便。背の小さい人用に、高さが低くて、かつたくさん入る冷蔵庫が是非ほしい。 野菜室。ただ、空間があるだけなので、野菜を立てて入れられるような
工夫をしてほしい。野菜の鮮度が保てる、りんごなどの果物は、別に入れられる、などの工夫がほしい。 冷凍室。温度が選べるような、パーシャル室になっていて、いくつかの部屋に分かれていて、温度設定がいろいろできる冷凍室が良い。

40 東京都　 引き出しの上がかびないようなカバーがほしい

37 青森県　 飲み物が入らない

33 三重県　 汚れがとりにくい作りの部分があり

52 東京都　 汚れが冷気で固まり取りにくい

31 北海道　 奥が届きにくい！掃除にがしにくい！

35 京都府　 奥の物が取り出しにくい…引き出し式に！

38 愛媛県　 奥まで掃除がしにくいです。

49 東京都　 奥行きがあるので使いづらい。

51 埼玉県　 我が家のは、三菱冷蔵庫です。 棚の位置に工夫の余地ありです。もっと使いやすい冷蔵庫が欲しい！

44 埼玉県　 我が家の冷蔵庫は、野菜室が全開に引き出せないため、キャベツなどの大きな野菜が、取り出しにくく不便です。 もう少し見渡せると、在庫管理もスムーズにできそうなのですが・・・。

69 岡山県　
我が家の冷蔵庫は「パナソニック製」です。特に不便や使いにくさを感じたことはありません。メタリック仕様ですが、汚れ（手垢？手の脂分など）がついたとき、布巾でさっと拭いたくらいでは落ちないので、もっと簡単に油膜が取れればうれしい
のに・・と思います。

42 大阪府　
我が家は野菜室が冷凍庫より上にあるものが使いやすい。が最近は冷凍庫が上のものが多いので選択枠がすくない  冷蔵庫下のけこみ？の板がすぐとれる　いっそのこと板をなくして　もっと脚の高さも高くして　モップで奥まで掃除ができる
ようにしてほしい　そうしたら　熱も逃げやすいので　ゴ○○○の虫もすみつきにくくなるのでは？

56 東京都　 各段がトレー状になっていて引き出せるといいのに。

55 大阪府　 確か　日立 いつも思うのが冷蔵室よりも冷凍室を広くして欲しい 最年猛暑日が多いので　日持ちしないので　残ったおかずなどを 冷凍することが多いので　アイスやかき氷も入れるし

21 茨城県　 株式会社ユーイングの冷蔵庫、野菜室の奥に野菜をいれると野菜が凍るのが不便。時々うっかりして奥まで詰めてしまう。
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39 神奈川県　観音開きタイプの冷蔵庫は半面開放で出し入れできるのが特徴だがチルドルームは全面開かないと使えない。片面で出し入れできるようにしてほしい

39 岡山県　 玉子置き場がいらない

51 京都府　 現パナソニック 野菜室はちっちゃくて良いから、冷凍室が大きいのもあれば良いのにと思います。

47 山形県　
現在三菱の冷蔵庫使用しています。最近は味噌、マヨネーズ、ソース、醤油、調味酒やドレッシング類、わさび、辛子等何でも調味料を冷蔵保存しておくことが増えています。その上ペットボトルやら、缶ビールやらで肝心な食材を収納するス
ペースが減ってしまいます。調味料専用スペースが欲しいですね。

43 大阪府　 硬くなった氷が邪魔になることがある

51 福岡県　 今、Panasonicの冷蔵庫を使っています。 お米を野菜室に入れて保存しているので、野菜を入れるスペースが狭く お米や粉類を保存できるようなスペースがあれば便利だなと思います。

42 大阪府　 今はなきサンヨー製です。冷凍庫が全体の半分ぐらい容量があるのを探し回って購入しました。冷凍庫にも庫内ランプがぜひほしいです。なんでないのかな？

29 埼玉県　 最近　購入!色々な機能がありすぎて使いこなせてないのが残念です(´・Д・)」 三菱　氷点下ストッカーや切れちゃう冷凍機能あり!

34 東京都　 最近買い換えました。大き目のにしたので快適ですが、ドアを全開するとキッチンユニットの方にぶつかるｗ

48 東京都　 細かいものがなかなか収納しにくい。どこも一緒。それにうちの冷蔵庫は幅65ｃｍの右側が開くタイプしか置けないのになかなか商品がない。

49 大阪府　 三菱  ドアポケットが高いと とりにくいので 取り出す時に斜め前に倒れてなかのものがとりやすければと思います

53 埼玉県　 三菱　　奥行きがあるので、奥のものが取り出しにくい。

47 千葉県　 三菱　 使用頻度の高い野菜室が一番下にあるので不便

59 東京都　 三菱　　背が低いので、上の方が出し入れしづらいので、取りやすくして欲しい。

33 神奈川県　三菱　 扉が開けにくい。

35 兵庫県　 三菱  氷を自動でつくるところも洗えるようにしてほしい

42 埼玉県　 三菱　 野菜室が縦型です。大根とか長い野菜はやはり入れにくいです。もうちょっと幅があったらと思います

67 埼玉県　 三菱　あまり氷が必要がないので、スペースが狭くても良い

41 神奈川県　三菱 あまり不満はないが、奥のものは取りづらい。

48 大阪府　 三菱　きれちゃう冷凍が魅力で買ったのに全然使っていない。

44 神奈川県　三菱　すぐにごちゃごちゃしてしまう。ポケットのところに入りきらない。奥の方に入れたものを忘れる

51 東京都　 三菱　チルド室が狭い。背の高い物を入れるスペースが少ない。

46 東京都　 三菱　チルド室のスペースが小さいこと

54 東京都　 三菱 でこぼこが多いので掃除がしにくい

40 愛知県　 三菱　ドアポケットの一番下は牛乳やペットボトルを入れたいのですが、手前のスペースは奥行が狭くて、2、１．５リットルのペットボトルが入りません。

30 埼玉県　 三菱 もっと大きいと良いと感じます

49 兵庫県　 三菱 もっと大きな容量を買えば良かったのと自動製氷装置は不要

40 神奈川県　三菱 もっと冷凍庫が大きくなると嬉しいです

43 兵庫県　 三菱　もっと冷凍室のスペースがほしい

59 東京都　 三菱　奥のほうに入れると見えにくいです。

42 東京都　 三菱　観音開きのタイプを購入したが牛乳屋飲み物があまり入るスペースがなく、片面開きにしておけばよかった。

59 千葉県　 三菱 最近の冷蔵庫には自動製氷機が付いているが、衛生面が気になる。

39 大阪府　 三菱　上段の奥が取り出しにくい

35 東京都　 三菱　製氷機が洗いにくいです

34 兵庫県　 三菱 製氷機の水を入れる部分や、管が不衛生な気がするので、もっと簡単に手入れができたらよい

39 東京都　 三菱 棚の高さが変えられるといい。

55 神奈川県　三菱 棚の高さ調節 一番上が見えにくい

37 奈良県　 三菱 棚の幅が合わない。もっと自由に適応できるように区切りを細かく増やして欲しい

49 埼玉県　 三菱　背が低いので、高い場所の奥に入っているものが取れなくなって、賞味期限切れで発見される事が多々あります。

50 東京都　 三菱 氷を作るための水を入れるタンクを取り出すと水が 滴るのですがそれをなくしてほしい

56 香川県　 三菱　氷を作る音でびっくりすることがあります。静かにしてほしいです。

41 埼玉県　 三菱 野菜がもっと長持ちする作りにして欲しいです。すぐに葉物がしんなりします。

43 神奈川県　三菱　野菜室がせまい

40 大阪府　 三菱 野菜室が広くて野菜を立てて置けるようにして欲しい。

48 京都府　 三菱　野菜室をもっと広く欲しい。

47 兵庫県　 三菱　卵ケースがない。野菜室が最下段

62 京都府　 三菱　両開きの左側が使いにくい
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44 東京都　 三菱　冷凍庫がもう少し広いと良いと思う

45 埼玉県　 三菱 冷凍庫がもっと広ければいいと思う。

59 愛知県　 三菱　冷凍庫が狭い

30 福島県　 三菱 冷凍庫に冷凍食品が縦に入らないのが不便。

65 東京都　 三菱　冷凍庫はいいのですが、野菜入れが使いにくい。

49 広島県　 三菱、もっと　自動氷製造機の　カビおとしとか掃除がしやすかったらいいのに

37 神奈川県　三菱、高さの変動ができたらいいのに

27 福岡県　 三菱、棚の高さがもっと細かく変えられたらいいのに。

65 千葉県　 三菱、表示温度にならない

40 東京都　 三菱、野菜室が上の方がよい

56 神奈川県　三菱、野菜室と冷蔵室の仕切りが使いにくい。

37 東京都　 三菱、両開きの冷蔵庫なのですが、右から開けないと左も開けにくいので左だけでも開けやすいとうれしい。ゴムパッキンの重ね合わせのような気がするけど。

40 東京都　 三菱、冷凍室の仕切りがいまいち。もっと使い方に合わせて細かくとか大まかにとか仕切りを変更できるといいのに。

38 神奈川県　三菱。 もっと　収納しやすければいいのに…。

39 大阪府　 三菱。 省エネのため、ちょっと開けて取り出したいけど、少しの開口だと奥の物が取れずに全開口になるのが残念。部分開けのようなものがあると嬉しいです。

44 神奈川県　三菱。牛乳などを入れるドアポケットに２リットルのペットボトルや麦茶などの飲み物が入らないので野菜室に入れている事。

31 大阪府　 三菱。上の方の棚が見えにくい

57 大阪府　 三菱。製氷機が水タンクと直結しているところが気に入っています。ドアポケットに２?ボトルが、うまく入らないのが難点。

48 東京都　 三菱。製氷機を作るのに衛生面が気になります。

64 埼玉県　
三菱。大型冷蔵庫の最上段の棚に缶ビールやワインを入れているが、棚の奥のビールが取りだしにくい。冷蔵室の奥の壁面近くと扉ポケットとで庫内温度が違いすぎて、奥においたものが凍ることがある。温度を下げると牛乳等が冷えにく
い。冷気の循環がうまくいっていないと思う。

36 大阪府　 三菱。冷凍庫が狭いので、冷凍庫をもっと広くしてほしい。

55 神奈川県　
三菱。冷凍庫に、食材を詰めたほうが省エネになる、というけれど、そんなに詰め込めない。 野菜室がフルオープンでないので、使いづらい。 冷蔵庫のドアに卵ケースがあるが、卵は振動に弱いと知ってから、ドア部分には入れなくなった。他
に用途がなく、無駄なスペースとなり、不満。

62 兵庫県　 三菱。冷凍室の製氷ケースが独立していないので不便。氷を取り出すスプーンは付いてはいるが，洗いにくい。

49 兵庫県　 三菱・冷凍庫に仕切りが有れば嬉しい。

60 福島県　 三菱です、氷がかたまりすぎ、とれなくなり大変です

50 神奈川県　三菱です。　コンパクトなサイズなのに大容量で気に入っています。 しかし、きれちゃう冷凍があるのですが、切れません。冷凍庫としてもつかえるのですが、切れちゃうというのが魅力で買ったのですけどねぇ。少し不満です。

55 兵庫県　 三菱です。くるっと回る棚、氷ようのタンクの掃除のしにくさなど。

54 東京都　 三菱です。玉子ケースの奥が入れにくいのと、上段が高いからおくのものがとりにくい

46 兵庫県　 三菱です。使いにくいということはないですが、食べ盛りの子供がいるので、冷蔵室より冷凍室、野菜室が大容量のものがあってほしいです。

30 神奈川県　三菱です。野菜室を開けた時に明かりがつかないので、中が見づらく使いにくいです。

52 静岡県　 三菱です。要領が小さくて常にいっぱいになってしまいとにかく物を取りですのに苦労。冷凍スペース小さいのでもっと冷凍食品を購入したいができない。ストックをもっとしたいのですが。

49 神奈川県　三菱ドアポケットもっとオプションでもフレキシブルになれば使いやすい

36 神奈川県　
三菱の9年ほど前のです。冷気が偏っていて、入れるところによると冷蔵庫なのに凍ったり、冷凍庫なのに溶けてしまったり。 個体差なのかもしれないけど、冷蔵冷凍機能はしっかりして欲しいです。 あ、あと！もしもの時のバッテリーが後付け
ででも良いからついてて欲しいです。 震災の時に計画停電で止まってしまうたびに起動時に誤作動で何度かつけたり消したりしないと冷えなくなってしまったのですごく困りました。壊れてしまうかと心配でもありました。

46 大阪府　 三菱のものを使っています。自動製氷がすぐ使えなくなり困っています。開けるとすぐ冷やすためにうなるので罪悪感にかられます。

41 兵庫県　 三菱の観音開きの冷蔵庫です。大容量だし、とてもいい具合に使わせてもらってるのですが！欲を言うなら、チルド室がもうちょっと大きいと嬉しい。

38 東京都　 三菱の冷蔵庫　ドアポケットの床面が調味料や飲物で汚れやすいので、汚れがとれやすいツルツルした面にしてほしい。

44 大阪府　 三菱の冷蔵庫 棚の高さを自由に調節できると便利。 横のポケットも高さや、幅が狭いのが不便。（最近のペットボトルがいろんな幅なのでこまる）

42 京都府　 三菱の冷蔵庫。もう少し冷凍室が広いと助かります。

47 千葉県　
三菱の冷蔵庫。今年の８月に購入したばかりです。容量が大きくてたくさん入れられるのは嬉しいけど、奥行きがあって奥のほうへものを入れちゃうと手前に置いたものが邪魔で出しにくいというのがあります。あと、ドアポケットが意外と使い
にくい。瓶詰とか調味料などの冷蔵庫内の小物が収納しにくいです。私は１００円ショップでわざわざケースを購入してきました。棚の変更も可動域がイマイチですね。

29 兵庫県　 三菱の冷蔵庫です。2人暮らしなので、小型の冷蔵庫なのですが、冷凍庫の着脱がもう少し簡単にできればいいなと思います。

43 大阪府　 三菱の冷蔵庫を使っています。 冷蔵庫の一番上がもっと使いやすければと思います

58 兵庫県　
三菱の冷蔵庫を使っています。ドアポケットなんですが、微妙に仕切りがついていたり、何をいれたらいいのかまようような細長いポケットがあったりします。自分で仕切るのでもっと大きめにざっくりしたポケットのほうがよさそうに思うんです
が。

41 愛知県　 三菱の冷蔵庫を使っています。動くん棚がすごく便利でとても重宝しています。でも製氷機の水を入れるところがもっとコンパクトだったら、もっともっといいと思います。

30 愛知県　
三菱の冷蔵庫を使っています。冷蔵庫の中の、卵を置く所の下や、牛乳を立てる部分の下の掃除が出来ないのが困ります。プラスチックで覆われている為、取り外しも出来ないので、汚れが目立ちます。取り外しが出来たらいいなと思いま
す。

41 大阪府　
三菱の冷蔵庫を使ってます 野菜室が一番下の段で引き出し付で重たい野菜は下、比較的軽い野菜を上の引き出しに入れてます。 下の物を取る際に引き出しを動かすのですが、引き出しの物がコロコロ転がって傷むのではないかと思って
ます。引き出しの野菜が転がらないように、段々をつけるなど、工夫はどうでしょうか…
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31 福岡県　 三菱の冷蔵庫を使用。冷凍庫がもっと広いと嬉しい。

33 大阪府　 三菱を使用してます。 冷凍室がもう少し大きいと助かります。

48 埼玉県　 三菱製　 野菜室や冷凍室に付いているプラスチックのトレーがすんなり閉まらずイラットすることが多い。

36 兵庫県　 三菱製　掃除している時に中のかごを取り出すと、後ろに小分けのお菓子が出てきたりする。奥に食材が落ちないようにはできたらなと思います。

34 愛知県　
三菱製（10年以上前の製品）です。自動製氷器が付いているのですが、お手入れが面倒になってしまい（意外に汚れたり虫が入っていたり・・・）冷凍庫で製氷皿を使って氷を作るようになりました。なるべく掃除がいらないといいなぁと思いま
す。

44 神奈川県　三菱製です。 中の引き出しが前後に動くのですが、動きが固くて突っかかり乗ってる食材がくずれる

47 大阪府　 三菱製です。ツードアが冷気を逃がさず良いと思って買ったが逆に使いづらかった。

39 大阪府　 三菱製ですが、もっと冷凍室が大容量だったらいいのになぁ、と常々思っています。

44 静岡県　 三菱電機　ドアが自然に閉まる構造は、閉まって欲しい時と閉まって欲しくない時で使い分けられると嬉しい。頭で考えるだけで切り替えられるとさらに嬉しい。

62 東京都　 三菱電機 パーシャルなのに凍る。 透明な氷を作ろうとすると、溶けてしまう。

41 東京都　 三菱電機　思ったより小さかった。もう１サイズ大きいの買えばよかった！

31 大阪府　 三菱電機 氷の清涼機が非常に不便→年中、氷の賞味期限が切れる寸前に知らせて欲しい。若しくは自動的に冷蔵庫で判断して捨てて欲しい。

30 福岡県　 三菱電機 氷を作る為の水の入れ口が、もっと大きかったらいいのにと思います。

41 埼玉県　 三菱電機　満足してるが、氷がもっと早く出来れば良いなと思う。

60 滋賀県　 三菱電機 冷蔵庫を置いている場所に重なるようにして床下収納庫があるのですが、暖気を下に放出するようになっているようなので床下収納庫内が暖まってしまい困っています。ですので、放出熱の場所が変えられたらと思います

32 埼玉県　 三菱電機　冷蔵庫内臭いが改善しない

39 埼玉県　 三菱電機 冷凍庫が少しせまい

62 神奈川県　三菱電機、発熱量が大きく暑くなること

25 神奈川県　三菱電機。果実酒とかにんにく醤油とかそういう大きい保存瓶を適当なスペースがない

65 東京都　 三菱電機。製氷室の氷を作るのに一回一回冷蔵庫のドアを開けなければならない事。タンクだけ簡単に取り出せないか。

44 大阪府　 三菱電機：どのメーカーも冷凍庫が箱+スライド棚になっている。引出しや自由に組める仕切りなど収納を考えた作りになってほしい

29 大阪府　 三菱電機の冷蔵庫。野菜室の大きさがいいのと氷冷が楽。大きいペットボトルの出し入れが大変な時があったり、卵トレーが出しにくい時がある。

50 兵庫県　 三菱電機の冷蔵庫を使用していますが、コーティングしていても台所の油がついて 掃除が大変です。サランラップみたいなのが貼っていて、めくると掃除不要なんてものがあればいいですね。

65 神奈川県　三菱電機製品のMR－M45T（購入日不明）製氷室が上で野菜室が下の為上下反対になると使いやすいと思う。

65 大阪府　 三菱冷蔵庫 冷凍庫の容量がもっと大きい方がいい。

50 東京都　 三菱冷蔵庫、ペットボトルやお茶ポットが入るものが限られる。大きな野菜が入らない。

70 兵庫県　 三菱冷蔵庫。 製氷機のケースが洗いにくく感じます。

53 静岡県　 三菱冷蔵庫。1升瓶を冷やせるといいな。

52 大阪府　 三菱冷蔵庫。冷凍室（深い引き出し型）に間仕切りがないので、何でも放り込んだ状態です。スライドできる間仕切りか何かあれば良いのに。

63 東京都　 三菱冷蔵庫。冷凍室がもっと大きかったらいいのに。

52 東京都　 三菱冷蔵庫・・野菜室の高さがもう少しあると良いのにと思います。ほうれん草などの葉物野菜を立てて入れられるので。 庫内のポケットの広いところがもう少しあると、麦茶のポットと２Ｌの水が並んで入るのにと思います。

80歳以上神奈川県　三菱冷蔵庫ー片開きは使いにくいー

69 広島県　 三菱冷凍冷蔵庫     冷凍室が整理していても、いつのまにか…なので、一目で見やすくだったらいいのにな。

50 神奈川県　散々宣伝していたから三菱にしたけれど、やっぱり出し入れがしにくい。もっと融通が利く段の調整だともっともっと便利なのにって、本当によく思います。

48 広島県　 仕切りが動かず、スイカなど大きいものが入れられない

52 神奈川県　使いやすいです。しかし色が焦げ茶なので掃除をすると布の繊維が残ってしまい残念です。

56 京都府　
使っているのはパナソニックの冷蔵庫でそろそろ買い替え時かな、とも思いますが、掃除がしにくいです。密閉の為のゴム部分や奥の方の隅っこ等。ドアを開けっ放しにできないし、掃除のし時を考えるとおっくうになって、あまりできていないの
をなんとか改善したいです。

48 千葉県　 取り出ししにくい

41 和歌山県　収納下手でついつい奥の方で賞味期限を切らす食材が出てしまいます

43 愛知県　 広い冷凍庫が・・欲しーい

44 神奈川県　勝手に氷、洗ってないけど大丈夫かな。

36 埼玉県　 小さい

41 兵庫県　 小窓が欲しい

54 宮城県　 小物がはいるスペースがあったらいいかな？

43 兵庫県　 少し古くなっているので、ドアポケットの容量が小さい。 どのメーカーもそうですが、奥行も横幅も大きいので買い替えの時は選べる物が、限られそうです。

36 愛知県　 消臭剤。においがきちんと取れない。もっとしっかりとれたらいいのにと思います。

52 和歌山県　消費電力が少なかったら良いと思います。
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62 東京都　 賞品についているバーコード等で賞味期限が超えたものや近づいたものを知らせてくれる機能があると、冷蔵庫への入れ忘れを防ぐことができる。

51 京都府　 上の方が高くて取りづらいので、縦横を逆にした冷蔵庫。ビルトイン冷蔵庫

38 大阪府　 色がカラフルすぎる

43 東京都　 食べかけチーズの保管、固くなってしまう

51 神奈川県　食品種類　補充するもの　明記される冷蔵庫ほしい

37 岡山県　 新しく買い換えたいが野菜室の位置が一番下は嫌なので買い換えを渋っています。

29 福井県　 製氷機がない冷蔵庫が欲しいです。冷凍スペースを増やして欲しいです。

42 兵庫県　 製氷機の洗浄が面倒。

49 東京都　 設定温度から２℃下がったら自動的に電源を切り、設定温度より２℃上がったら自動的に電源が入ると、電気代が下がっていいと思う。

40 東京都　 全ての棚に引き出しをつけて欲しい。

37 大阪府　 全開したらいいのに

35 千葉県　 掃除がしづらいので、棚が引出のようにスライドするといいと思う。

57 東京都　 掃除がしにくい

31 福岡県　 掃除がしにくい。限りなくフラットなな庫内を希望します、、、

50 神奈川県　掃除が面倒だといつも思います。

62 大阪府　 掃除をするとき棚をはずしたりするが、なかなか元に入らなかったりする。もっと簡単に出来たら良い。製氷の水入れあたりが分解できず汚れが取れない

35 兵庫県　 霜がつきやすいので、霜取り機能があれば嬉しいのですが。

43 大阪府　 霜がとれなくなる

48 北海道　 霜取りをしたいけど、なかなかできないことが不満です。

57 千葉県　 棚の感覚が狭くて450ｇ入りヨーグルトが収まらない。ヨーグルトの背がもう少し低ければいいのに。

55 東京都　 棚の高さを自由に変えたい

47 東京都　 中で仕切りがあるといい。 整理が難しい

50 埼玉県　
調味料はもとより、小麦粉、乾物類は冷蔵庫にしまうのがダニがでないし、長持ちするといいます。パナソニックを収納スペースが大きめで選んだのですが、それでも満員御礼状態。野菜スペースのように何か最適なスペースがあればいい
なぁ、と思います。

63 静岡県　 東芝　　２リットルのペットボトルが立てて入れる所がない

41 岡山県　 東芝  ドアポケットが小さい。 もっと広くして欲しい。

37 大阪府　 東芝  もっと収納力のあるものが欲しい

40 兵庫県　 東芝  引き戸タイプなら場所とらないのに。と思います。

71 埼玉県　 東芝　　製氷室に蓋が有ればといつも思います（氷が落ちて行く所だけ空いてればよい）

72 岡山県　 東芝  棚と棚との間が低いので鍋が入らない。 もっと棚の高さを高くして欲しい。

64 東京都　 東芝  氷がもっと早くできればいい

64 千葉県　 東芝　：　野菜室が小さい

31 大阪府　 東芝 かなり前のものだが、とりあえず容量が狭い！もう少しひろいとよい。

37 兵庫県　 東芝　ドアポケット（観音扉）たまごケース一段しかないのに上の空間がありすぎ。勿体無い。 もう一段何かポケットがほしい。

45 愛知県　
東芝　ドアポケットのドリンクスペースが区切られていて，太いタイプのシャンパンボトルが冷やせないこと．好みの幅に区切れるか，はじめから区切りはないほうがいい． 大人二人世帯なので，氷はほとんど使いません．なので，自動製氷ス
ペースがとっても無駄です．買うときに冷凍や，パーシャルスペースのタイプに選択できるようなシステムならいいのに．．．

37 愛知県　 東芝 なんでも冷凍してあるのですぐにパンパンに もっと大きい冷凍庫がいいな  立てる収納スペースももっと増やしてほしい

49 東京都　 東芝 はじめからドア部分に外ポケットを付けて欲しい マグネットで小物をつけるとゴチャゴチャするから

44 大阪府　 東芝 ペットボトルがたくさん入るものが欲しいです

39 東京都　 東芝　ポケットの小物要れを自由にカスタマイズできたらいいな

34 和歌山県　東芝　マイナスイオンを出すというのがいいなと思ったが、適正に水を入れてセットしているのに、しょっちゅう交換ランプが点灯する。お店の人に聞いたら接触の問題だというが、こんなにしょっちゅう赤ランプがつくとイラっとする

65 千葉県　 東芝 もっと省エネになってほし。

22 東京都　 東芝　ワンタッチでドアが開くのはいいのですが、ポケットに液体の入ったコップを入れておくと、ドアが開いた勢いで、液体が飛び散ります。入れる方がいけないのですが。。。

43 兵庫県　 東芝 一番上の段が高くて使いにくい。 野菜の仕切りがあればいいのに。

42 大阪府　 東芝　奥の方にあるものが取り出しにくい。

59 兵庫県　 東芝 夏になると氷があまりできなくなる。

31 大阪府　 東芝 古いためか、冷却時の音が大きい。あとは冷凍室がもう少し大きければいい。

25 東京都　 東芝 上の段を活用できてない
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36 東京都　 東芝 色がもっとかわいければいいのにと思います

26 熊本県　 東芝 身長が低いのでもっと背が低いと嬉しい

57 東京都　
東芝　随分前に購入したので上にオーブンレンジをおけるタイプです。野菜室、冷凍室がある3ドア、容量256、チルド室もあり、とても大満足。狭いキッチンなので冷蔵庫の上にレンジがおけるものが必須。現在はキッチンの作りが変更された
のでしょうかこの位の容量で上にレンジがおけるタイプのものは「アクア」のみになってしまいました。他のメーカーさんにお願いです。一人暮らしにはちょうどいい大きさなのでこのタイプを製造してください。

35 兵庫県　 東芝 製氷機の氷が落ちる場所が洗えない その前に使っていたパナは取り外しできたのに。 東芝は掃除機も冷蔵庫も悪い

44 京都府　 東芝 前も東芝を使っていて前のはもっと上位機種だったのでタッチで扉が開いたのですが今はそれなくなってしまい不便です． 野菜室が真ん中が使いやすいと思うのですが東芝しかありません．

47 大阪府　 東芝　掃除がしやすいといいのにと思います

38 兵庫県　 東芝　潰れやすい

45 石川県　 東芝　定期的にする音がうるさい。もう少し静かにならないか。

50 愛知県　 東芝　背が高い冷蔵庫なので、高い棚の奥に手が届かない。

48 東京都　 東芝　扉側の棚がケチャップやマヨネーズが倒れるので、立てて置けるようなのがいい

39 兵庫県　 東芝　野菜室がもっと大きいと嬉しい。

64 大阪府　 東芝　容量が小さい（普通？サイズ）幅が６０センチサイズしか入らないのでこれ以上の大きさが望めません。いつも中身がぎっしり。特に冷凍庫をもっと大きくしてほしいです。

47 愛知県　 東芝 卵を入れるスペース（ケース）がもう少し広かったら良いのに・・・ 同じ周期で購入するので　たまに　入りきりません。

39 愛知県　 東芝　冷凍庫と野菜室が縦に長く設置されていて大きい物が入れにくい

55 神奈川県　東芝 冷凍室の容量が大きいと助かる。

29 兵庫県　 東芝、ドアが両開きだったらいいのに、

45 神奈川県　東芝、プラスチックの容器が割れて困る。

33 大阪府　 東芝、もう少し冷凍室が広い方が良かった。

31 兵庫県　 東芝、もっと省エネだったらいいのにって思います。

65 神奈川県　東芝、も少し容量が大きいのがよかった

51 千葉県　 東芝、飲み物を入れるところが少ない。また、どのメーカーにも言えることですが、自動製氷機の中が掃除できないことが不満です。せっかくの装置なのに、我が家では利用していません。なぜなら、掃除ができないからです。

39 東京都　 東芝、観音扉なのに使いにくい

39 大阪府　 東芝、自動製氷してくれるのはいいが、タンクの水がなくなったら、お知らせしてくれるといいのに…と思います。夏場は氷ができていないと、困ることがあるので。

37 大阪府　 東芝、大きいばかりでは使いにくい。

47 東京都　
東芝、扉が両開きタイプですが、チルド室を開けるときは全部開けなければならいないので左右に分かれていれば、片方しか開けなくてすむので冷蔵効率がよくなるのでは。ペットボトル（大）ですが、開けてなければ横にしておけるが開けて
あるときの収納が難しい。ポケットのところは牛乳一?までぐらいなので、必然的に野菜室になるので倒れやすくなったりする。 ポケットのところの長さを長くするか、野菜室にペットボトル用仕切り。

56 兵庫県　 東芝、扉ドアポケットの高さの調整はできるが、高さ的に不便。

52 埼玉県　 東芝、野菜がまんなかでとても便利 真ん中の底の仕切りをなくしてほしい、大きいサイズのスイカが、はいらない

52 埼玉県　 東芝、野菜が真ん中でとてもつかいやすい、真ん中の底がしきりがあって、大きいスイカや、キャベツがきらないとはいらないのがつかいずらい

49 兵庫県　 東芝、野菜室・冷凍室の収納が少なくスーパーで購入する際不便を感じています。

50 東京都　 東芝、野菜室が全部引き出せたらと思います 冷凍庫、野菜室が大きければと思います、製氷室はもっと小さくていい

48 長野県　 東芝、両開きや、もっと入れる場所があると余裕をもって入れられるし、大きな鍋も入れられるので、カレーなどを作った時も移し替えずにいれられるので便利で良いと思います。

54 東京都　 東芝、冷気が逃げないような工夫があればよい

52 兵庫県　 東芝、冷凍庫の仕切りがもう少しあればいいのになーと思う。

30 東京都　 東芝。　古くなってきたため、氷が作られる部屋の機能が低下してきた。

44 千葉県　 東芝。サイドポケットの高さが変えられたら、１００点です。

64 神奈川県　東芝。チルド製品のスペースがもう少しあると嬉しいです。

37 神奈川県　東芝。一番上の段が届きにくく、結局、ムダになっているかんじ。何とか使える方法はないものでしょうか？

47 兵庫県　 東芝。上段奥のものが取り出しにくい。

41 東京都　 東芝。製氷機の管を洗いやすくしてほしい。

51 愛知県　 東芝。脱臭機能、どの棚に何を置いたらいいか書いてあると家族が迷わず探せる。

54 埼玉県　 東芝。氷を作るため水を入れる入れ物が汚れた時掃除しにくい。

54 神奈川県　東芝。幅広片開きのため冷気が逃げやすい。

45 埼玉県　 東芝。野菜室が真ん中なのでかがまず取り出しやすいのはいいが中国製のためか故障が多く今もだましだまし粘って使っているので日本製で頑張ってもらいたい。

43 愛媛県　
東芝。両開きはやっぱり不便でした。片開きの方が使い勝手がよかったです。奥のものがとりにくいのと、汁けのものをしまう時にワンタッチで開くのはいいけど2個あって両手にもってしまう時に開く反応で汁がこぼれてしまいます。もっと、
そーっと開けばいいのに。

46 神奈川県　東芝。冷蔵庫内に液体をこぼしちゃったときに透明プラスチック台の穴に流れてしまい、そこの部分は外せず掃除できなくてカピカピになったまま・・・

28 東京都　 東芝。冷凍庫に可動式の仕切りがあると便利です。
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48 宮城県　 東芝。冷凍室がもっと大きいといい

74 大阪府　 東芝。冷凍室は大きくて使いやすいのですが、チルド室の機能がやや不満。

65 東京都　 東芝。冷凍品が増えているので、冷凍庫がもっと大きいほうが良かった。

48 東京都　 東芝。冷凍部分の容量がもっとおおければいいのにと思う。

64 千葉県　 東芝：野菜室が狭い

62 神奈川県　東芝・・・ドアを開けたところにひびが入ってしまった。弱いのでは？

43 埼玉県　 東芝・・・冷凍庫が一番下で奥の物が出し入れしずらい

52 新潟県　 東芝です。 だいぶ前の製品なので、とにかく小さすぎて収納量が　不足しています。

50 大分県　 東芝です。 冷凍庫がもう少し大きいといいなと、思います。

35 鳥取県　 東芝です。おおきくてすごく使いやすいです。大きなおなべを入れたいのでたかさがほしい

36 千葉県　 東芝です。野菜室に長ネギなどの細長いものを立てて入れておけるのと、卵収納庫がついているのがいいです！もっと冷凍庫が大きかったら、もっといいです！

36 千葉県　 東芝ですが、サイズが小さいのが難点です。

31 東京都　 東芝で小さいタイプなので冷凍庫がもっと大きいものが欲しいです。 冷蔵庫より冷凍庫がいつも満杯で整理が大変です。

48 京都府　 東芝の冷蔵庫。 氷の出来るのが遅い。夏は全然足りません。

52 東京都　 東芝の冷蔵庫。一番上の奥に入った物に手が届かなくなるのが困る。トレイがあって手前に引き出せるといいのに。

35 佐賀県　 東芝の冷蔵庫。掃除していて、チルド室のプラスチックのケースが、割れた。簡単にわれたので、もう少し、丈夫な素材で、作られていてらよいのに、と思った。

40 広島県　
東芝の冷蔵庫です。東芝以外の冷蔵庫は、野菜室が全て下にあるので、真ん中にある東芝を選びました。大きめサイズなので、沢山入って助かります。卵を入れるところが、１パック+半分のスペースがあるのですが、ちょっと中途半端な気が
します

45 愛媛県　 東芝の冷蔵庫を使っています。定期的に霜取りをしなければいけないのが不便です。自動で霜取りをしてくれる装置がついていればいいのにと思います。

32 埼玉県　 東芝ベジータ　 横のポケットはやはり多い方がよい

53 神奈川県　東芝を使用・新品で約一年使用ですが冷蔵のところでも食品が凍ってしまう時がある。

50 東京都　 東芝を使用している　棚が自由になるのはいいがアレンジが複数出来ない

63 大阪府　 東芝製 冷蔵部分の一番下の段が取り外せたらいいのにと思います。

64 神奈川県　東芝製。チルド庫のスペースが、もう少し広いと嬉しい。

66 神奈川県　東芝製。頻繁に使う野菜室がもっと効率よく使えるように、それなりの仕切りがあればよいと思います。

58 群馬県　 東芝製・冷凍室が狭くて不便です。

39 大阪府　 東芝製ですが、自動製氷機が掃除しにくいです

35 東京都　 東芝製品を使用中。 自動製氷機が不要なのに、どのメーカーもにも必ず付いている。 私の家は氷は全く使わないので、自動製氷機のスペースを冷凍庫にしてほしいです。

40 和歌山県　東芝製冷蔵庫。一番上の段が使用しにくく、身長的に不便に感じています。

58 神奈川県　東芝容量が足りない。

31 東京都　 東芝冷蔵庫 冷蔵庫の棚の高さが変えられるといいなと思う あと、ひとつ丈夫な棚をつくってほしい 全部プラスチックで、鍋を入れると割れちゃわないかと不安

37 千葉県　 匂いをとってほしい

44 東京都　 日立　　　冷凍庫を整理しやすいようにしてほしい

48 愛知県　 日立  スリムタイプでまだ新しいのに野菜室の野菜が凍る。 一番困るのがちょっと長くドアを開けておくとピーピーうるさい。スリムタイプなので奥のものを取り出す時や掃除の時等音がなり続けて困る。正直この機能はいらない。

64 東京都　 日立　　チルド室が小さくて不便です。　沢山入るチルド室がほしいです。

47 神奈川県　日立  音

43 広島県　 日立　　何しろ大きいので、電力量が多くて、大変です。

66 大阪府　 日立　　何でも冷凍するので冷凍庫の大きいのが欲しい。

51 千葉県　 日立  製氷機が洗いにくくて…。

49 大阪府　 日立　　凍ったお肉などが凍ってても包丁で切りやすかったらいいのに、と思う。

39 岡山県　 日立  氷を作るタンクが邪魔なこと。

70 大阪府　 日立　　氷を作るところの掃除がしにくい

57 東京都　 日立　　野菜室が狭い

53 香川県　 日立　あまりものが入らないのが不満

41 兵庫県　 日立 トビラを押して開けるタイプですが開けたくないときに触れてしまって開くときがあるので不便

56 広島県　 日立 ペットボトルを立てるところが少ない 一番上の棚が使いにくい

46 東京都　 日立　ポケットの区切りが固定されていない方がいい。ドアに取っ手がついていないので、ちょっと使いにくい。

37 千葉県　 日立　もっとチルド室が広いといいと思います。
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46 東京都　 日立 もっと引き出し部分が引き出しやすくなればいいと思う

60 大阪府　 日立　もっと静かであればよいが！

33 岩手県　 日立 もっと中の高さがもう少しほしい。

34 千葉県　 日立 引き出しがぎしぎしなるので、重たいものを入れてもすべりをよくして欲しい

47 京都府　 日立　奥のものがもう少し出し入れしやすいとうれしい

44 大阪府　 日立　奥の物が何が入っているかわかりにくい、取り出すのが大変。卵は20個入るようにしてほしい。

56 三重県　 日立　奥行きがあるので、小柄な私は奥まで手が届かない。いすに上って物の出し入れをしています。

55 広島県　 日立 古いからか、奥の物が出しにくい。

37 埼玉県　 日立　庫内の掃除がかんたんにできたらいいのにな、とおもう。

25 兵庫県　 日立 最近はどのメーカーも両開きのドアが主流ですが、とても使いにくいです。 結局どちらの扉も開けなければいけないことが多いので不便だと感じています。

39 京都府　 日立 仕切りの取外しがしにくい

34 兵庫県　 日立 上が見にくい

76 京都府　 日立　真空のチルド室の容量が小さい

51 東京都　 日立　製氷機・・・掃除しやすく

37 神奈川県　日立 製氷機は使用しないので不要

37 愛知県　 日立　掃除がしにくい

30 大阪府　 日立 掃除がしにくいので、仕切りとかを簡単に掃除できるようにしてほしいし、ドアが開いていても音とかがならないので、ならして欲しい

42 兵庫県　 日立　棚の高さを変えられないのが不便

52 兵庫県　 日立　中の棚がもっと調節しやすくなったら良いのに…と思います。

48 千葉県　 日立 麦茶のポットをドアポケットに入れると他のものが入らない。 玉子がケースごと入らない。

35 千葉県　 日立　氷をもっといっぱい作れるほうが良かった。

70 大阪府　 日立　氷を作る場所の掃除がしにくい

44 神奈川県　日立　野菜室が一番下なので、真ん中の方が使いやすいと思う。

54 千葉県　 日立　両開きだからか、ちゃんと閉まらない時が多くて困ってます。

49 東京都　 日立 冷蔵庫のドアにはじめからポケットがついていればいいのに

52 兵庫県　 日立 冷凍庫がもっと広ければ

64 東京都　 日立　冷凍庫が一番下が不便

61 奈良県　 日立　冷凍庫が引き出し的に小分けしていて使いやすい

41 東京都　 日立　冷凍庫が小さい　もっと冷凍庫を大きくして

61 兵庫県　 日立　冷凍室がせまい

57 神奈川県　日立　冷凍室が小さい

38 兵庫県　 日立，一人なので2ドアの小さいものを使用しているが，下の冷凍庫に氷を作るスペースがないので夏場困る．

38 埼玉県　 日立、400L以上はいる冷蔵庫のはずなんですが、そんなに食品をいれてなくてもすぐいっぱいになってしまう。

42 東京都　 日立、たまに音が気になります。

54 福岡県　 日立、ドアポケットが思ったより物が入らない。

48 東京都　 日立、もう少し、容量が大きかったら。。。

31 兵庫県　 日立、もっと冷凍庫が大きかったらいいのにー。大小２つの場所がありますが、 1つで大きく、ちゃんと凍ってくれたらうれしいです。

31 愛媛県　 日立、飲み物を入れる場所の幅がもう少し広いと使いやすい

36 東京都　 日立、奥のものが取りずらい

36 大阪府　 日立、仕切りを付けたりはずしたりできて、もっと収納がしやすくなれば良いのにと思います。中に何が入っているのか分かりにくいのも不便だと思います。

45 東京都　 日立、上層部に手が届かない。

63 千葉県　 日立、真空チルドの部分が狭い。

47 福岡県　 日立、棚の高さを変えられると良い

67 神奈川県　日立、中に透明カーテンがあるといいのに

58 京都府　 日立、特に不便な点はないけれど、冷凍室がもう少し広いと助かる

47 埼玉県　 日立、扉が両側から開けられるようになっているからか、開けるのに力がいる。製氷機が洗いにくく、不衛生に感じ、使用しなくなった。

62 神奈川県　日立、氷がもっと早くできると良いですね、機能はありますがお客さんが来た時に間に合いません。
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60 愛知県　 日立、野菜がながもちする、最新のがほしいです。 腐らせないように、早く食べたいものを置く専用の場所。

37 静岡県　 日立、野菜室がもうちょいスムーズに引き出せたらうれしい

44 千葉県　 日立、両開き扉だが、両方を開けないとチルドルームが使えない。

66 東京都　 日立、冷凍庫部分がもっと広くても良いかなと思います。

40 大阪府　 日立、冷凍室が小さい。

40 東京都　 日立。　もっと容量がほしい

47 神奈川県　日立。 自動製氷機のお掃除が面倒。自動で氷ができるのは、うれしいけど、お掃除が大変なので、便利とも言えないかな？

72 兵庫県　 日立。 扉などが開いている場合音で知らせるのでなく、言葉でしらせてほしい。

42 福島県　 日立。 容量は大きくて、奥や上のものがとりやすいと嬉しい。 しまいやすい・取り出しやすい・中のものを確認しやすい。

57 福岡県　 日立。ドアポケットのしきりが細かすぎて、結局物をあまり入れられない。

31 大阪府　 日立。ドリンクを入れるところの後ろのポケットは入れても取りにくいのでいらない

55 埼玉県　 日立。もっと容量の大きいものにすればよかった。

43 東京都　 日立。我が家は冷凍保存するものが多く、冷蔵より冷凍の庫内の容量を増やしたものが欲しい。卵の収納部分が、もう少し低い位置にあったほうが取り出しやすいと思う。

56 茨城県　 日立。観音開きはドアポケットの面積が必然的に狭くなるので、つかいにくい。

42 岡山県　 日立。牛乳など飲み物を入れるところの奥ゆきが少し狭いです。 パッケージによっては入らないものがあるのでもうちょっとゆったりめな作りならいいなと思います。

39 愛知県　 日立。使いにくくはないのだけど、真空チルドが壊れやすい。修理が多くて大変。

44 東京都　 日立。暑い時期になるとものすごく霜ができてしまい、結果氷ができなくなる

52 福井県　 日立。掃除がめんどう。

52 広島県　 日立。棚の高さ等がもっと自由に設定できたらいい。

52 千葉県　 日立。電気代（省エネ設計）

57 東京都　 日立。氷製機がすぐに壊れた。

51 岡山県　 日立。野菜庫は、中段がいい。

66 兵庫県　
日立。野菜室が狭すぎる。冷蔵庫の高さが高い為、最上棚は使えない。糠漬けをしているので夏場それを野菜室に入れると野菜が入らない。背の高い白菜やほうれん草、高菜、水菜等が立てて入れられるという名目が記載されているにも関
わらず入らない、頭の先をおらないとはいらない

58 静岡県　 日立。野菜室の奥が使いにくい。冷凍庫も小分けのものがきちんと並べれ収納でき、見た目にすぐわかるようにしてほしい。

65 大阪府　 日立。容量が小さい

52 福井県　 日立。両開きだとよかった。

30 千葉県　 日立。冷凍庫がもっと大きいと良い。

58 富山県　 日立。冷凍庫を大きく。

72 神奈川県　日立：2リットル瓶が立てて入らない。

67 千葉県　 日立：ドアマグネットが弱くて開いてしまう

38 東京都　 日立：引き出しが多い

55 島根県　 日立・・野菜室の掃除がしにくい

44 大阪府　 日立・冷凍庫量が小さいので冷凍食品の保存が思うように出来ない、もっとスペースを広く取って欲しい！

36 兵庫県　 日立さんの野菜室と扉の収納が浅くて小さいのでもっと広ければ便利だと思います。

47 静岡県　 日立で、冷凍庫が狭いし掃除がしにくい。もっと楽に掃除ができたら良い。

35 東京都　 日立です。 奥のものが取り出しにくく不便だと感じています

45 神奈川県　日立です。臭いを冷蔵庫自体が吸収してくれると嬉しいと思います。

53 大阪府　 日立の3ドア使用していますが、中身が狭く使いにくいので、壊れたらパーシャルの最新を買おうと思います。

56 鹿児島県　
日立の520を使用しています。高さが色々あるのですが、どのような入れ方をしていいのかよくわからず、無駄なスペースがあります。整理用に、カゴを買ってきたのですが、返って無駄スペースを作ることになっています。冷蔵庫の説明書に、
いくつかの入れ方の案が掲載されていたらと思います。

41 埼玉県　 日立の冷蔵庫 コンパクトでも容量がほしい

45 京都府　 日立の冷蔵庫。一番上の段の奥は手が届きにくく、いつもイス持参です…。 初めからピッタリサイズの引き出しみたいなＢＯＸみたいなものがついていると便利だなあ～。

42 東京都　 日立の冷蔵庫。冷蔵の上の方の棚が高くて奥がよく見えない。

30 岡山県　 日立の冷蔵庫ですが、中の棚の高さが変えられないので、大きい鍋などが入らないので不便です。

38 神奈川県　日立の冷蔵庫を使っています。 ドア開きのポケットにお茶の作り置きなど飲み物を入れていますが たまに、こぼれてしまって、不衛生で困っています。 振動でもこぼれにくかったり、角度をつけるなどの工夫があればいいのかなと思います。

65 千葉県　 日立の冷蔵庫を使っています。出来る氷が小さく、もっと大きいのが出来ると、いいなあと思っています。

31 大阪府　 日立の冷蔵庫を使っていますが野菜室の掃除がしにくい。もっとそこにたまったごみを掃除しやすくしてほしいです。
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43 埼玉県　 日立の冷蔵庫を使用中です。水をセットすると勝手に氷を作ってくれるはずが、氷を作ってくれません。気温が高くなればなるほど、作りません。もっと氷を作って欲しいです。

64 神奈川県　日立の冷凍冷蔵庫です。 冷凍庫の収納容積がもっとあると良いかなと、ドアの開閉を気づかってはいるのですがボットルが動いてしまう事です。

39 東京都　 日立を使っています！野菜室が一番下にある型なので、頻繁に取り出すので腰が痛いです！！開けるときも固いのでスムーズに開けられるものが理想です！！

51 神奈川県　日立製 　どのメーカーの冷蔵庫も、細かいところの掃除がしづらい。

33 兵庫県　 日立製  大きめの冷蔵庫を購入しましたが、チルドが小さいのが不満です。 意外と生物って多いので、もっと大きかったら、良かったです。

54 神奈川県　日立製　もっと冷凍庫が大きいほうがよい

53 大阪府　 日立製　冷凍庫が一番下でしかも機会が半分占めていて狭い、たくさん入れられない

67 兵庫県　 日立製　冷凍庫をもっと広く

49 埼玉県　 日立製、自動で節約してくれる機能がついているが、大きい音がします。 とくに夜遅くは、ビックリします。

58 神奈川県　日立製。もう少し大きい冷蔵庫を買えば良かった。宅配の食材が届いたとき、あふれそうになる。特に冷凍庫。

54 神奈川県　日立製。もっと冷凍庫が大きい方が良い。

33 兵庫県　 日立製。大きさの割に容量が少ないような…チルドが冷えすぎるけど設定を弱くして肉等傷まないか心配。

44 兵庫県　 日立製。両開きなので出し入れの際ドアポケットが邪魔になるときがある。

71 埼玉県　 日立製：もう少し容量が大きいほうが良かった

53 大阪府　 日立製…日立に限ったことではないが製氷システムが不要。「勝手に」氷を作るのが便利なようで、装置を清潔に保つのがかなり面倒。

68 大阪府　
日立製です。 ６ドアですが、製氷室と、隣の冷凍室の引き出しの取っ手が上にあり、ほこりがたまりやすくなっています。大きな冷凍室や、野菜室の取っ手は、下から掬い上げるようになっていていいのに、どうしてここだけがと思います。 ドア
ポケットも、一番下が２列になっているのですが、手前の奥行きが浅いので、牛乳パックも入りません。新型機種は大丈夫のようですが、まだ６年で買い替えるわけにはいきません。

40 京都府　 日立製です。　製氷機が組み込まれているのですが、洗浄に手間がかかります。　全自動洗浄機能があれば、うれしいです。

36 大阪府　 日立製です。棚に物を置いたままで、棚の高さを変えられたら便利だなとおもいます。

32 大阪府　 日立製作所 ファンの音がうるさい

69 東京都　 日立製作所。冷気の出口で収納物が凍ってしまうことがよくあります。温度調節のツマミがすぐ操作しやすい位置にあればと、思います。

53 神奈川県　背が低いので、冷蔵庫の上部奥の物を取り出す時、苦労しています。

51 沖縄県　 背が低い事もあって、一番上の棚の奥に入ってしまったものは取り出すのに苦労します。

37 熊本県　 買ったものを沢山詰め込むので冷蔵庫が臭くなります。

38 兵庫県　 反対側からあけるタイプにすれば良かった。

36 兵庫県　 扉が勝手にあくときがある

45 愛知県　 扉が閉まりにくい

34 埼玉県　 扉の調子が悪いのです。一番下の冷凍庫を、バタンと閉めると上の冷蔵庫が開いてしまいます。そのために確認しないと、冷蔵庫が開けっ放しということがよくあります。夏は必須です！

36 埼玉県　 氷が作れない

30 大阪府　 氷が使いにくい

39 東京都　 氷が内部にできる。

46 神奈川県　氷専用の扉があるといいなと思います。 飲み物だけが出せる扉があるといいなと思います。メーカーは、シャープ。

64 大阪府　 表面に埃がよく付く。

39 大阪府　 富士通　お茶ポットが何本も入るくらいのドアポケットがほしい

45 神奈川県　富士通 すぐに熱くなる

59 福島県　 富士通の冷蔵庫です。野菜室と冷凍庫が狭いのが不便です。肉や魚を生に近い状態で冷凍出来る新技術が採用されていたら、まとめて買って節約できます。

41 秋田県　 部品が外しづらく、洗いにくい。

44 東京都　 本格的な掃除は中々難しいので、濡れふきんでサッと汚れが落ちる作り（材質）だと嬉しいです。

42 兵庫県　 無印の冷蔵庫を使っています。庫内の温度調整が手動なのが面倒。（冷えすぎて、冷蔵庫内で凍ってしまうこともあります）

55 神奈川県　
野菜が隠れて見つからなくなる。常備菜などは場所と決めてボックスをつけて欲しい。キャベツはくさい、ネギにら、きゅうりなすにんじん、シメジキノコ類、その他、、。冷凍品も見つかりにくいので、全て薄型のお皿を５段くらい欲しい。野菜冷
凍、肉冷凍、魚冷凍、ご飯やショウガ、ネギみじん、大根おろしなど薬味冷凍、その他冷凍、、。

57 千葉県　 野菜ボックスと冷蔵の他に低温貯蔵のリンゴやお米を入れられたらいいと思います。

37 静岡県　 野菜室が引き出しやすくなったらうれしい

62 神奈川県　野菜室が下にあり不便です。

48 東京都　 野菜室にキュウリや人参を立てて入れられるスペースが欲しい。

62 東京都　 野菜室に取り外しのきく区切りをつけてほしい。

48 兵庫県　 野菜室の所にあるケースが、引っ掛かったりして使いにくい。 SHARP
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41 大阪府　
野菜室真ん中がどうして東芝にしかないのかとても不満です。それだけの理由で東芝製の冷蔵庫を購入しましたが本当に使い勝手が悪いです。ドリンクホルダーがへんにあいている箇所があって強度が弱いし、斜めすぎるし、冷蔵室の配置
も悪いし、野菜室の位置以外嫌いです。他のメーカーが野菜室真ん中に戻してくれたら本当に嬉しいのに・・・。

36 千葉県　 野菜入ればが真ん中ならいい

49 神奈川県　容量が500もあるのに出しにくく,中が見にくい

59 埼玉県　 容量が少ない

51 秋田県　 容量が大きい割に以外と奥行きがなく、予想外に物が入りません。また、観音開きなので、物を出し入れしている最中に扉が閉まってきて困ること。冷凍室が下の２段（引き出し式）で、しょっちゅう使う場所なので、腰が痛くなります。

35 千葉県　 卵のケースが使いにくい。 パックごと入ってスライドして使えたら出し入れも楽だと思います

41 東京都　 両面開きのSHARPの冷蔵庫を愛用しています。観音開きが多い昨今では、全く需要がないのか、モデルチェンジもなにもないのですが、もっと頑張って欲しいです。

53 神奈川県　冷えない。狭い、冷凍庫が大きければいいのに。

36 東京都　 冷蔵庫の下や壁沿いが掃除しにくいので高床式か、または動くタイヤがついてもっとスムーズに動かせたら部屋の模様替えのときにも助かる。

38 東京都　 冷蔵庫の上の棚にあるものが取り出しにくい

38 大阪府　
冷蔵庫の全部のメーカーにについてです、さいきん、背の高いグランドキリンのような小さい瓶のが売られていますよね、一番大きい棚に入るのですが、ぎちぎちです、天井につきまくりで、下手に引っ張れば、壊れそうなくらいです。もうちょっ
と、棚が広い方が良いですね

38 千葉県　 冷蔵庫の野菜室やら冷凍室が完全に開くのを謳っていますが、しまう時に引っ掛かるのが気になります。

28 東京都　 冷蔵庫は、シャープを使っています。 地震の時に扉が開きにくいように耐震仕様のものがあると嬉しいです。

47 東京都　 冷蔵庫メーカー:パナソニック　冷蔵庫の一段毎の仕切り板が畳めたり、手軽に外せるといい。

51 神奈川県　冷蔵庫全般に言えることだが、冷凍庫のスペースをもっと広くしてほしい。 ｃｏｏｐのまとめ買いで冷凍保存のものが多いのに、入らないなと諦めることがある。 買い換えの時は一番冷凍庫が広いものにしているがまだ足りない。

35 神奈川県　冷凍スペースが少ない

30 愛知県　 冷凍スペースは大きく収納性抜群だが、仕切りが少なくどこに何を入れたかわかりにくい

44 岡山県　 冷凍庫がもっと広いといいです。冷蔵庫の棚の高さが自由に変えられると便利だと思います。

59 岐阜県　 冷凍庫が使いにくい　東芝

61 東京都　 冷凍庫が小さい

39 大阪府　 冷凍庫が普通のところより大きくしてほしい。

33 埼玉県　 冷凍庫のサイズを選べるといいな

44 北海道　 冷凍庫の引き戸の後ろに物が落ちることがあるのでもっと後ろの背が高いほうがいい

44 愛媛県　 冷凍庫の温度管理が難しいです。

38 兵庫県　 冷凍庫の容量が少ないのが不満

40 千葉県　 冷凍室がもう少し大きければ

30 東京都　 冷凍室がもっと大きければいいのに

57 神奈川県　冷凍室が小さい

44 大阪府　 冷凍部分の割合を広くなると良いと思います。


