
年齢 性別 職業 地域
質問1:水の容器をセットすることで冷水や温水を利用できる
「ウォーターサーバー」について、あなたのご家庭での状況
に当てはまるものを選んでください。

質問2:実際にご家庭で利用されたことが
ある（または利用している）ウォーターサー
バーの、水の宅配方式に当てはまるもの
を選んでください［複数回答可］

質問3:実際にご家庭で利用さ
れたことがある（または利用し
ている）ウォーターサーバー
の、水のタイプに当てはまる
ものを選んでください［複数回
答可］

質問4:実際にご家庭で利用されたことがある（ま
たは利用している）ウォーターサーバーのサー
バーのタイプを選んでください［複数回答可］

質問5:以下のうち、ウォーターサーバーを利用した
いと思ったきっかけに当てはまるものをすべて選ん
でください［複数回答可］

質問6:以下のうち、実際にご家庭で利用さ
れたことがある（または利用している）
ウォーターサーバーのブランドを選んでくだ
さい。
※複数利用された方は、最近使用した（して
いる）ものを選んでください。

質問7:前問で回答したウォーターサーバーに決めた理由
は何ですか？以下のうち、その理由・基準に当てはまる
ものをすべて選んでください［複数回答可］

質問8:実際にウォーターサー
バーを使ってみてどうでした
か？

質問9:以下のうち、良かったと
感じた理由に当てはまるものを
すべて選んでください［複数回
答可］

質問10:以下のうち、悪かったと感じ
た理由に当てはまるものをすべて選
んでください［複数回答可］

質問11:ウォーターサーバーを実際
に利用した総合的な満足度として当
てはまるものを選んでください。

質問12:具体的に満足できた点と不満に感じた点
を教えてください。
（合わせて200～300字程度でお願いします）

回答時刻

51 女性 主婦 愛知県 以前は利用していたが現在は利用していない リターナブル方式（再利用ボトル型） RO水（ピュアウォーター） 床置き型 おいしくて冷たい水がすぐに飲みたい / すぐにお
湯を使えるのが便利 アクアクララ キャンペーンが魅力的だった 悪かった

費用が高い / 場所を取る / 電気代
がかかる / 配送の受け取りが大変 
/ ボトルが重たかった

不満である

冷たい水も、熱いお湯も使えるので、本当に便
利は便利でよかったが、場所は取るし、音も気に
なってしかたなかった。さらに背が高めなので地
震が揺すった時の事を考えたら不安でしかたな
かった。

2017/10/13 13:30

50 女性 金融関係 愛知県 以前は利用していたが現在は利用していない リターナブル方式（再利用ボトル型） RO水（ピュアウォーター） 床置き型 すぐにお湯を使えるのが便利 アクアクララ レンタル料が安い（無料含む） 悪かった あまり利用しなかった / 配送の受け
取りが大変 不満である 利用頻度が少なくメリットがなかった。タンクの交

換が面倒。 2017/10/8 18:08

20 女性 主婦 愛知県 以前は利用していたが現在は利用していない リターナブル方式（再利用ボトル型） RO水（ピュアウォーター） 床置き型

おいしくて冷たい水がすぐに飲みたい / すぐにお
湯を使えるのが便利 / 離乳食・幼児食に安心でき
る水を使いたい / 重いペットボトルを買って帰りたく
ない / 料理に使いたい / おしゃれなインテリアとし
て

アクアクララ わからない 普通 少し高いもうすこし安ければ 2017/9/1 20:04

33 女性 総務・人事・事務愛知県 以前は利用していたが現在は利用していない リターナブル方式（再利用ボトル型） RO水（ピュアウォーター） 床置き型 子供に安全な水を飲ませたい アクアクララ キャンペーンが魅力的だった / 安全性が高そうだから 良かった 子供のミルク作りが楽になった 非常に満足している とても便利でこ子供がまだミルクの時だったので
沸かす手間も省けて安心だった 2017/8/23 14:18

73 女性 主婦 愛知県 現在利用している リターナブル方式（再利用ボトル型） 天然水 床置き型
おいしくて冷たい水がすぐに飲みたい / すぐにお
湯を使えるのが便利 / インターネットでの口コミや
評判を見て / コーヒー・お茶に使うため

アクアセレクト キャンペーンが魅力的だった / その他 わからない 普通 水素水既成ときいていたが、水素水の反応が実
際にはとても低かった。 2017/8/22 20:10

36 女性 コンピュータ関連以外の技術職愛知県 現在利用している リターナブル方式（再利用ボトル型） RO水（ピュアウォーター） 床置き型 おいしくて冷たい水がすぐに飲みたい アルピナウォーター インターネットの口コミ・評判を見て 良かった 子供のミルク作りが楽になった 満足している 水代が途中で寝上がったのが不満 2017/9/18 22:23

39 女性 主婦 愛知県 現在利用している リターナブル方式（再利用ボトル型） RO水（ピュアウォーター） 床置き型 おいしくて冷たい水がすぐに飲みたい / 子供に安
全な水を飲ませたい アルピナウォーター キャンペーンが魅力的だった 良かった

お湯の沸かす必要がなくなった 
/ 安全な水を子供に飲ませられ
る

非常に満足している 海の水のと思うよく使う 2017/8/22 20:46

26 女性 学生・フリーター愛知県 以前は利用していたが現在は利用していない リターナブル方式（再利用ボトル型） RO水（ピュアウォーター） 卓上型 おいしくて冷たい水がすぐに飲みたい クリクラ その他 良かった コーヒー・お茶などがすぐに飲め
る 満足している すぐに水が飲めて重宝した。

ボトルを入れ換えるときに水が重かった。 2017/10/3 0:51

47 女性 総務・人事・事務愛知県 現在利用している リターナブル方式（再利用ボトル型） RO水（ピュアウォーター） 床置き型
おいしくて冷たい水がすぐに飲みたい / すぐにお
湯を使えるのが便利 / 子供に安全な水を飲ませた
い / コーヒー・お茶に使うため

クリクラ お水の交換が楽だから / おいしい水が飲めるから / そ
の他 良かった

お湯の沸かす必要がなくなった 
/ おいしくて冷たい水がすぐに
飲める / コーヒー・お茶などが
すぐに飲める / カップラーメンな
どがすぐに作れる

非常に満足している いつも手軽に水やお湯が飲める。 2017/9/22 16:56

32 女性 主婦 愛知県 以前は利用していたが現在は利用していない リターナブル方式（再利用ボトル型） RO水（ピュアウォーター） 床置き型 すぐにお湯を使えるのが便利 / 離乳食・幼児食に
安心できる水を使いたい クリクラ キャンペーンが魅力的だった 良かった

お湯の沸かす必要がなくなった 
/ おいしくて冷たい水がすぐに
飲める / コーヒー・お茶などが
すぐに飲める / ペットボトルと比
べるとゴミが少ない

満足している

お湯がすぐ利用できるのは非常に便利で良かっ
た。また非常時でも常温だったら利用できるの
で、防災用としても考えて利用でき良いと思う。
ただ、お水の交換がやはり大変。重い。また、値
段も高い

2017/8/23 17:19

28 女性 主婦 愛知県 以前は利用していたが現在は利用していない ワンウェイ方式（使い捨てボトル型） 天然水 床置き型

すぐにお湯を使えるのが便利 / 子供に安全な水を
飲ませたい / 離乳食・幼児食に安心できる水を使
いたい / 料理に使いたい / 店頭販売を見て欲しく
なった

コスモウォーター 店頭販売ですすめられて 悪かった
費用が高い / あまり利用しなかった 
/ 配送の受け取りが大変 / ボトルが
重たかった

普通

子供にミルクを作る際はお湯と水で調整しなが
ら作れる点はよかった。
ミルクをやめてからはほとんど使わなくなり、2ヶ
月に1回ボトルが届くのがたまってしまい、使用し
たボトルも潰れるので資源ゴミで捨てれると言わ
れていたが、そこまで綺麗には潰れず結局ゴミ
袋に入らず溜まっていって処分するのが大変
だった。

2017/9/30 23:45

34 女性 学生・フリーター愛知県 以前は利用していたが現在は利用していない ワンウェイ方式（使い捨てボトル型） 天然水 床置き型
おいしくて冷たい水がすぐに飲みたい / すぐにお
湯を使えるのが便利 / 重いペットボトルを買って帰
りたくない / インターネットでの口コミや評判を見て

コスモウォーター キャンペーンが魅力的だった / インターネットの口コミ・
評判を見て / 安全性が高そうだから わからない 普通

いちいち買う必要はなくなったので持ち運びには
こまらなくなったし、冷蔵庫もすっきりした。すぐ
に冷たいものが飲めるので便利。

2017/8/24 10:03

75 女性 主婦 愛知県 現在利用している ワンウェイ方式（使い捨てボトル型） 天然水 床置き型 おいしくて冷たい水がすぐに飲みたい コスモウォーター スタッフの対応が良かった 良かった おいしくて冷たい水がすぐに飲
める 満足している

とにかく味がおいしいのでそれで充分だと思う。
それ以前は毎回買ってきた水を使っていて買い
に行く手間もかかっていたことを考えると、便利
になってよかったと思う。

2017/8/23 14:57

41 女性 総務・人事・事務愛知県 現在利用している ワンウェイ方式（使い捨てボトル型） 天然水 床置き型 すぐにお湯を使えるのが便利 コスモウォーター 店頭販売ですすめられて 良かった お湯の沸かす必要がなくなった 普通 お湯がいつでも使える、値段が高い 2017/8/23 9:28

35 女性 主婦 愛知県 現在利用している ワンウェイ方式（使い捨てボトル型） 天然水 床置き型
おいしくて冷たい水がすぐに飲みたい / すぐにお
湯を使えるのが便利 / 子供に安全な水を飲ませた
い

コスモウォーター

キャンペーンが魅力的だった / 店頭販売ですすめられ
て / スタッフの対応が良かった / レンタル料が安い（無
料含む） / 有名・人気だから / お水の価格が安い / お
いしい水が飲めるから

良かった

安全な水を子供に飲ませられる 
/ おいしくて冷たい水がすぐに
飲める / コーヒー・お茶などが
すぐに飲める / カップラーメンな
どがすぐに作れる

非常に満足している お水とお湯がすぐ出る所がいいです。小学生の
子も手軽に水を飲む事が出来て満足です。 2017/8/22 20:19

38 女性 主婦 愛知県 現在利用している ワンウェイ方式（使い捨てボトル型） 天然水 床置き型

おいしくて冷たい水がすぐに飲みたい / すぐにお
湯を使えるのが便利 / 子供に安全な水を飲ませた
い / 重いペットボトルを買って帰りたくない / 料理
に使いたい / 知人・友人宅で見て / コーヒー・お茶
に使うため

サントリー南アルプスの天然水サーバー キャンペーンが魅力的だった 良かった

お湯の沸かす必要がなくなった 
/ 安全な水を子供に飲ませられ
る / おいしくて冷たい水がすぐ
に飲める / コーヒー・お茶など
がすぐに飲める / 重いペットボ
トルを買って帰る必要がなくなっ
た / カップラーメンなどがすぐに
作れる

満足している

満足
カップ麺やコーヒーを作るときにいちいちお湯を
沸かす必要がなくなり、非常に楽になった。
喉がかわいたときに、いつでも冷たい水を飲むこ
とができる。
水の交換が思っていたより楽で、気軽にできる。

不満
水の入っていたカートリッジのダンボールを処分
するのに少し手間がかかる。
真夜中に飲もうとしたとき、冷えてなかったことが
ある。(どうやらウォーターサーバーの中で水を
綺麗にしていたらときだった模様)

2017/9/3 9:11

35 女性 その他 愛知県 現在利用している ワンウェイ方式（使い捨てボトル型） 天然水 床置き型 おいしくて冷たい水がすぐに飲みたい / すぐにお
湯を使えるのが便利 / コーヒー・お茶に使うため その他 その他 良かった

お湯の沸かす必要がなくなった 
/ コーヒー・お茶などがすぐに飲
める

満足している

すぐにお湯が出るのでお湯を沸かす手間が省け
ることと、水をお店で買って重い荷物を運ばなく
てよくなったことはよかったが、上にはめ込むタ
イプのウォーターサーバーなので、ボトルの交換
が面倒。

2017/10/9 19:25

38 女性 主婦 愛知県 現在利用している その他 その他 床置き型
すぐにお湯を使えるのが便利 / 重いペットボトルを
買って帰りたくない / 料理に使いたい / コーヒー・
お茶に使うため

その他 電気代が安い / おいしい水が飲めるから / サーバーが
おしゃれだから 良かった

お湯の沸かす必要がなくなった 
/ おいしくて冷たい水がすぐに
飲める / コーヒー・お茶などが
すぐに飲める / 重いペットボト
ルを買って帰る必要がなくなっ
た / ペットボトルと比べるとゴミ
が少ない / お米を炊くとおいし
い

満足している

親を沸かさなくてよくなった
すぐに飲み物が飲める

高い

2017/10/2 12:35

53 女性 主婦 愛知県 現在利用している わからない わからない 卓上型 コーヒー・お茶に使うため その他 キャンペーンが魅力的だった 悪かった 費用が高い / 場所を取る / あまり
利用しなかった / 購入ノルマがある 非常に不満である

満足できた点は水がおいしかったことぐらいであ
とは毎月の請求額やノルマがきつくてその上ク
レジットの人しか安くならなくてうちはクレジットが
ないので口座引き落としのため全然安くないし
払っていくのが大変な金額になっていました。し
ばりがなくなったらすぐに解約しようと思っていま
す。ウォーターサーバーもいいなと思ってました
がやはり分相応においしいお水が飲みたかった
らドラッグストアで安いミネラルウォーターを随時
買うほうがいいなと思います。

2017/8/26 13:44

25 女性 主婦 愛知県 現在利用している ワンウェイ方式（使い捨てボトル型） 天然水 床置き型

おいしくて冷たい水がすぐに飲みたい / すぐにお
湯を使えるのが便利 / 子供に安全な水を飲ませた
い / 離乳食・幼児食に安心できる水を使いたい / 
重いペットボトルを買って帰りたくない / 料理に使
いたい / おしゃれなインテリアとして / コーヒー・お
茶に使うため

プレミアムウォーター

キャンペーンが魅力的だった / レンタル料が安い（無料
含む） / 有名・人気だから / お水の価格が安い / 電気
代が安い / サーバーの機能が充実しているから / 安全
性が高そうだから / お水の交換が楽だから / おいしい
水が飲めるから

良かった

子供のミルク作りが楽になった 
/ お湯の沸かす必要がなくなっ
た / 安全な水を子供に飲ませら
れる / おいしくて冷たい水がす
ぐに飲める / 離乳食に安心して
使える / コーヒー・お茶などが
すぐに飲める / 重いペットボト
ルを買って帰る必要がなくなっ
た / カップラーメンなどがすぐに
作れる / ペットボトルと比べると
ゴミが少ない / お米を炊くとお
いしい / ジュースを飲まなくなっ
た / インテリアとして気に入って
いる

非常に満足している おしゃれだし、便利でよかった。 2017/8/31 1:17

36 女性 総務・人事・事務愛知県 現在利用している ワンウェイ方式（使い捨てボトル型） 天然水 わからない すぐにお湯を使えるのが便利 プレミアムウォーター おいしい水が飲めるから 良かった ペットボトルと比べるとゴミが少
ない 非常に満足している すぐ冷たい水がのめるところがいい。でも、すご

く重いので、女性ひとりで運ぶのはむずかしい 2017/8/30 15:07

32 女性 主婦 愛知県 以前は利用していたが現在は利用していない わからない わからない わからない わからない わからない わからない わからない 非常に不満である たかいと感じるので使いません 2017/9/25 20:18

28 女性 その他 愛知県 以前は利用していたが現在は利用していない ワンウェイ方式（使い捨てボトル型） 天然水 床置き型 すぐにお湯を使えるのが便利 わからない その他 良かった

お湯の沸かす必要がなくなった 
/ おいしくて冷たい水がすぐに
飲める / コーヒー・お茶などが
すぐに飲める

満足している
使い勝手はとても良かったですが、ノルマがあっ
て、飲めない量のボトルがどんどん届くのが困り
ました。

2017/8/28 10:45

36 女性 主婦 愛知県 以前は利用していたが現在は利用していない わからない わからない 床置き型 おいしくて冷たい水がすぐに飲みたい わからない わからない 良かった おいしくて冷たい水がすぐに飲
める 普通 夏の暑いときにすぐに冷たい水が飲める

料金が高い 2017/8/26 8:39

44 女性 金融関係 愛知県 現在利用している ワンウェイ方式（使い捨てボトル型） わからない 床置き型 おいしくて冷たい水がすぐに飲みたい / すぐにお
湯を使えるのが便利 わからない その他 良かった お湯の沸かす必要がなくなった 普通 水か常温で冷たくならなかったことがあった 2017/8/23 22:31

47 女性 主婦 愛知県 以前は利用していたが現在は利用していない リターナブル方式（再利用ボトル型） 天然水 床置き型 離乳食・幼児食に安心できる水を使いたい わからない レンタル料が安い（無料含む） 悪かった
場所を取る / 電気代がかかる / 浄
水器のほうがコスパが良い / 配送
の受け取りが大変

不満である

子供達が小さくて離乳食を作ったり粉ミルクを作
るときに必要だったけど、その時はとても簡単で
約にたった。ただ、費用が高くて続けて頼むのは
苦しくなったので辞めました。

2017/8/23 14:42

26 女性 総務・人事・事務愛知県 以前は利用していたが現在は利用していない ワンウェイ方式（使い捨てボトル型） 天然水 床置き型 その他 わからない キャンペーンが魅力的だった 良かった

おいしくて冷たい水がすぐに飲
める / コーヒー・お茶などがす
ぐに飲める / カップラーメンなど
がすぐに作れる

満足している

実際に使ってみて、美味しいお水が常に飲める
状況はとても魅力的ではありました。ただ、場所
をかなりとるため私の家では少し置き場に困りま
した。もう少しスリムだといいかなと思いました。
使ったきっかけはキャンペーンで貸し出し無料の
キャンペーンだったので、キャンペーン期間が終
了したら返してしまいました。続けていくには少し
値段のこともあったのでやめてしまいましたが、
いちいちお湯を沸かさなくていいのも魅力の一
つでした。

2017/8/23 1:25

40 女性 その他 愛知県 以前は利用していたが現在は利用していない その他 天然水 床置き型
すぐにお湯を使えるのが便利 / 子供に安全な水を
飲ませたい / 店頭販売を見て欲しくなった / コー
ヒー・お茶に使うため

富士の湧水 店頭販売ですすめられて / レンタル料が安い（無料含
む） その他 普通

すぐに熱い湯が使用できたことは満足。

場所を取るので部屋が狭くなるのが不満。
2017/9/9 16:22


