
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

31 女性 総務・人
事・事務 神奈川県 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 / 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 / コーヒー・お茶に使うため

アクアクララ わからない 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 / カップラーメ
ンなどがすぐに作れる / お
米を炊くとおいしい

非常に満足している いつも、水はミネラルウォーターしか飲ま
ないから、すごく楽になりました 2017/10/9 9:32

26 女性 主婦 神奈川県 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 アクアクララ サーバーがおしゃれだから 良かった 離乳食に安心して使える 満足している 安全で美味しいからよかった 2017/10/7 9:55

36 女性 総務・人
事・事務 神奈川県 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 コーヒー・お茶に使うため アクアクララ おいしい水が飲めるから 良かった お湯の沸かす必要がなく
なった 満足している 配達してくれるのはいいが料金は安くは

ない 2017/9/8 10:20

73 女性 主婦 神奈川県 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） 卓上型

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 / 料理に使
いたい / インターネットでの口コミや評判
を見て

クリクラ

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 / レン
タル料が安い（無料含む） / お水の価
格が安い / 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 / 
自動洗浄機能があるから / おいしい
水が飲めるから

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 / ジュースを飲まなく
なった

非常に満足している 夏、冬、四季通して便利。不満は、無いで
す。 2017/10/8 22:08

22 女性
企画・
マーケ
ティング

神奈川県 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） 卓上型
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

クリクラ キャンペーンが魅力的だった / 店頭
販売ですすめられて / 電気代が安い 良かった

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 料理」やコーヒーをいれるとおいしいので 2017/9/20 19:47

77 女性 主婦 神奈川県 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 / 離乳食・幼児食に
安心できる水を使いたい / 知人・友人宅
で見て

クリクラ スタッフの対応が良かった / 有名・人
気だから / おいしい水が飲めるから 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 / 
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

非常に満足している

急な来客時にあわててお湯を湧かすとい
うことがなくなって、とても重宝していま
す。ボトルが重いのでと思ったのですが、
配達の方のご親切で、部屋まで運んでい
ただき、感謝しています。いつでもおいし
いお水が頂けて、この夏を乗り切れたよう
な気がします。

2017/9/12 11:51

44 女性 主婦 神奈川県 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 クリクラ キャンペーンが魅力的だった 良かった 子供のミルク作りが楽に

なった 満足している

赤ちゃんのミルクをつくるのに、夜中など
はすぐにお湯が出てくるウォーターサー
バーがとても便利で助かった。大人の
コーヒーやお茶を飲むのもすぐにお湯が
出るので便利だった。やけどの心配も、な
さそうなので、いいなと思っていたのです
が、電気代が月に千円ほどかかるのを
知って、経費の無駄だと思い使用するの
をやめました。あと水の取り替えボトルが
かなり重くて、産後の身体であの重たいミ
スを上まであげて差し替えるのもとても大
変な作業だった。

2017/8/26 23:16

45 女性 金融関係 神奈川県 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 / 料理に使

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

満足している とにかく便利、すぐに使える 2017/8/23 8:41

54 女性 その他 神奈川県 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 / 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 / 
その他

クリクラ その他 その他 普通
便利ですが割高、もう少し価格が下がり、
水のストックの場所を取らないシンプルな
大きさがあるといいですね。

2017/8/22 17:44

15 女性 学生・フ
リーター 神奈川県 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

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 / インターネットでの口
コミや評判を見て / 知人・友人宅で見て / 
TVなどで見て欲しくなった

クリクラミオ

店頭販売ですすめられて / スタッフの
対応が良かった / インターネットの口
コミ・評判を見て / 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 / 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

良かった
おいしくて冷たい水がすぐ
に飲める / お米を炊くとお
いしい

満足している ウォーターサーバーの水を冷たくしておく
ための電気代がかかる。 2017/9/14 12:54

25 女性 主婦 神奈川県 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 / 
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 / コー
ヒー・お茶に使うため

コスモウォーター レンタル料が安い（無料含む） / お水
の価格が安い / 節電機能があるから 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

満足している

満足できた点･･･すぐにお水を飲めて温か
いものを飲みたいときもすぐに作れたか
ら。子供が勝手に飲んだりできないように
チャイルドロックがあったところ
不満に感じた点･･･あまりない

2017/9/25 10:50

67 女性 その他 神奈川県 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 コーヒー・お茶などがすぐに
飲める 満足している いつでもすぐ使えて便利。水が高い。 2017/9/18 2:18

33 女性 総務・人
事・事務 神奈川県 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 コスモウォーター その他 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

満足している

満足→子供の、ミルクを作る際にわざわ
ざお湯を沸かす必要がなく楽だった。
震災の時に、水不足になったが、定期配
送だったのである程度確保することがで
きた。

不満→コストがたかい。二階がリビングな
ので、二ケースまとまってくるタイプだった
ので、運ぶのが大変だった。

2017/9/13 11:52

68 女性 総務・人
事・事務 神奈川県 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 インターネットの口コミ・評判を見て 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 不満はなく飲みたいときに冷たい水が飲
める 2017/8/30 17:17

20 女性 主婦 神奈川県 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 卓上型 離乳食・幼児食に安心できる水を使いた

い コスモウォーター 店頭販売ですすめられて 良かった 子供のミルク作りが楽に
なった 満足している 殺菌などできてるのに楽なこと 2017/8/26 10:59

48 女性 主婦 神奈川県 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 / 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 あまり利用しなかった 満足している 電源を一日中いれるのはどうかなと思う 2017/8/23 22:11

17 女性 学生・フ
リーター 神奈川県 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 卓上型 すぐにお湯を使えるのが便利 コスモウォーター サーバーの機能が充実しているから 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 水を簡単に使えることに驚いた 2017/8/23 8:06

43 女性 公務員 神奈川県 現在利用している ワンウェイ方式（使い捨てボトル型） その他 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

その他 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 / 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

満足している

コスト的には安い店でかったほうが安いと
思う。もっと安いと嬉しいです。でもすぐに
お湯が出る冷たい水が飲めるのは嬉しい
です。

2017/9/1 6:19

43 女性 その他 神奈川県 現在利用している その他 その他 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 その他 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

非常に満足している

レンタルではなく、買取タイプのサーバー
で、自宅の整水器で汲んだ水を、サー
バーに入れて使っています。水くみは
ちょっと面倒ですが、水道料金のみで済
むので、安くてもいいです。

2017/8/22 20:47

32 女性 主婦 神奈川県 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） 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 ハワイアンウォーター キャンペーンが魅力的だった 良かった 子供のミルク作りが楽に

なった 満足している 持ち運んでもらい楽だった。 2017/9/28 17:32

25 女性 総務・人
事・事務 神奈川県 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） 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 / コーヒー・
お茶に使うため ハワイアンウォーター おいしい水が飲めるから 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 暖かいのも出るから楽
場所をとる 2017/8/27 16:10

55 女性 主婦 神奈川県 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） 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 ハワイアンウォーター 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

美味しい水が飲みたい時に使えるのは良
かったが届け日に留守が出来ないのとス
ペアの水を備蓄するスペースが無くボトル
を交換する力が必要なので大変だったな
どの理由で使用をやめた。四季を通して
熱いお湯、冷たい水がいつでも使える事
は魅力がある。

2017/8/26 15:26

34 女性 金融関係 神奈川県 現在利用している ワンウェイ方式（使い捨てボトル型） 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 / インター
ネットでの口コミや評判を見て / その他

ハワイアンウォーター おいしい水が飲めるから / サーバー
がおしゃれだから / その他 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
お水は美味しいし冷温両方飲めて満足
だったが、ボトルが重くて交換する際に大
変だった。

2017/8/26 13:07



52 女性 主婦 神奈川県 現在利用している ワンウェイ方式（使い捨てボトル型） 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 ハワイアンウォーター その他 良かった お湯の沸かす必要がなく
なった 非常に満足している

かなり前から、ハワイウォーターを使って
いるが、メンテを含め、サーバー利用代が
かからないのもリーズナブルである。軟水
なので、コーヒーをはじめ、お茶など重宝
している。また、前は１９リットルで、入れ
替えがかなり困難でもあったが、今では
１２リットルと軽くなり、入れ替えも楽であ
る。リサイクルにも力を入れており、空に
なったボトルはつぶしてごみとして捨てら
れるのもいい。夫婦２人暮らしには十分の
ポテンシャルと価格である。

2017/8/23 15:14

36 女性 学生・フ
リーター 神奈川県 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） 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 ハワイアンウォーター わからない 良かった お湯の沸かす必要がなく
なった 普通 簡単なところに満足したが、お金がかか

る。 2017/8/22 20:10

44 女性 総務・人
事・事務 神奈川県 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 卓上型 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 フレシャス サーバーがおしゃれだから わからない 普通

サーバーがおしゃれだと思って使い始め
た。
卓上型にしたのは、サーバーの下にコッ
プをしまう収納を置きたかったからです。
インテリアとして置いてあっても違和感を
感じないところはいいと思います。

ただし、実際に使ってみたら水の出が悪く
て使いづらい。
コップを押し当てて水を出すのでやりにく
い。
お湯も熱湯ではないので、なんだかんだ
言って不便だと思うこともあります。
熱湯が出るものやボタン式のものも出て
いるようですが、サーバーを交換すると費
用がかかるので困ります。なんとなく何年
も使っていましたが解約を考えています。

2017/10/6 12:39

67 女性 営業・販
売 神奈川県 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 フレシャス 店頭販売ですすめられて その他 普通 水はおいしかったけど、ボトルを取り換え
るのが重くて大変だった 2017/9/24 10:29

47 女性 主婦 神奈川県 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 子供に安全な水を飲ませたい / コーヒー・
お茶に使うため フレシャス 店頭販売ですすめられて 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

普通 楽だがお金がかかる。 2017/8/23 12:39

42 女性 主婦 神奈川県 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 / 料理に使

いたい プレミアムウォーター 有名・人気だから / 節電機能がある
から 悪かった 浄水器のほうがコスパが良い 満足している 価格が思ったより高かった 2017/8/26 22:39

28 女性 主婦 神奈川県 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 プレミアムウォーター わからない 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

非常に満足している ミルクがすぐに作れて便利 2017/8/26 18:01

26 女性 主婦 神奈川県 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 子供に安全な水を飲ませたい わからない インターネットの口コミ・評判を見て 良かった コーヒー・お茶などがすぐに

飲める 普通 安心安全なお水をいつでも飲めるところ 2017/10/9 5:44

25 女性 デザイン
関係 神奈川県 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

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 / 料理に使
いたい / コーヒー・お茶に使うため

わからない お水の価格が安い / 電気代が安い / 
おいしい水が飲めるから 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 / カップラーメンなどがす
ぐに作れる / お米を炊くと
おいしい / その他

満足している

美味しくて冷たい水、暖かい飲み物がす
ぐに飲める事が満足でしたが、無くなった
ときに取替や料金が継続するには不満で
した。

2017/10/7 2:45

44 女性 その他 神奈川県 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） わからない 卓上型 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 すぐ飲めて良かった。音がうるさかったの
が不満 2017/9/21 19:21

67 女性 その他 神奈川県 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） わからない 床置き型 すぐにお湯を使えるのが便利 / コーヒー・

お茶に使うため わからない

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） / おいしい水が飲めるから

悪かった 費用が高い / 電気代がかか
る / ボトルが重たかった 不満である

お湯がすぐ使えるのは、ありがたかったで
すが、ペットボトルの交換が、結構大変
だったのと、思っていたよりも電気代がか
かるのがわかったので、店頭で説明受け
たのとの差があり過ぎたので、あわてて、
解約させてもらいました。

2017/9/5 21:25

44 女性 主婦 神奈川県 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 わからない わからない その他 悪かった 費用が高い / 場所を取る 不満である 水道水で満足なのに主人がおいた。 2017/8/27 16:21

59 女性 主婦 神奈川県 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 / 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 / 
コーヒー・お茶に使うため

日田天領水 その他 良かった お米を炊くとおいしい 普通 おコメを炊いたりお茶を入れたりするとオ
イシイ。 2017/8/22 19:38

59 女性 その他 神奈川県 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 料理に使いたい 富士の湧水 その他 わからない 普通 やはりおいしいということしかない 2017/9/17 20:24

36 女性 主婦 神奈川県 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 / 重いペッ
トボトルを買って帰りたくない

富士の湧水 その他 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 / お米を炊くとおいしい

満足している 暑い日でもすぐに冷たい水がのめて満足
水の入れ替えが少し大変 2017/9/4 13:47


