
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

34 女性 主婦 福岡県 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 わからない その他 普通 衛生的な水がすぐ飲めたが、ボトルの取り替えが
重すぎて大変 2017/9/14 8:35

50 女性 主婦 福岡県 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 / その他 クリクラ 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 / 
インテリアとして気に入っている

満足している

娘がネットで見つけてウォーターサーバーを一時
期契約したのですが使用しているとお湯がすぐ使
えて手間が省けるとこと冷蔵庫を開けることなく冷
水をすぐ飲めたり使えるところがよかったです。不
満に感じたことは使用頻度が増えると仕方ないの
ですが注文しなくてはいけないので面倒だった気
がします。結局自宅が浄水器を使用しているので
もったいないかと思い止めましたが、乳児期のミ
ルクを作るときや年配の方で火を使わなくお湯が
使える便利さはウォーターサーバーはおすすめか
とおもいます。

2017/10/15 17:11

39 女性 学生・フ
リーター 福岡県 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 クリクラ サーバーがおしゃれだから 良かった コーヒー・お茶などがすぐに飲める 普通 一人ではねだんがたかすぎる 2017/9/29 13:50

30 女性 主婦 福岡県 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 その他 クリクラ その他 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 満足している

スマホの契約の時に期間限定で利用したんです
が、美味しくて冷たい水がすぐに飲め、子供も自
分で入れられることが楽しいみたいで良かったで
す。また、冬場だったのでココアを飲む機会が多く
すぐにお湯が出てくるのが子供を待たさずに済ん
だので良かったです。アパートのためスペースが
狭いけどギリギリ置くことができました。不満な点
は意外と早く水がなくなることです。入れる時の音
も少し気になりました。

2017/9/11 9:11

22 女性 主婦 福岡県 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 / おしゃ
れなインテリアとして

クリクラ お水の価格が安い 良かった
子供のミルク作りが楽になった / お
いしくて冷たい水がすぐに飲める / 
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 冷蔵庫がすっきりした 2017/9/8 2:32

54 女性 総務・人
事・事務 福岡県 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 / おしゃれなインテリアとして / TV
などで見て欲しくなった

クリクラ インターネットの口コミ・評判を見て 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 / 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

満足している 美味しいお水かすぐに飲める 2017/8/31 14:19

44 女性 主婦 福岡県 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 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 クリクラ レンタル料が安い（無料含む） / 節電機

能があるから 良かった 離乳食に安心して使える / ペットボト
ルと比べるとゴミが少ない 普通 節約できて、すぐに飲めるという便利なもの。 2017/8/24 12:10

34 女性 主婦 福岡県 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 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 非常に満足している 手軽に飲める。取りに行く手手間が省けた 2017/8/24 7:15

56 女性 その他 福岡県 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 / 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 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 / 
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 冷たく美味しいお水や熱いお湯がすぐに使える事 2017/8/23 20:52

38 女性 その他 福岡県 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 キャンペーンが魅力的だった / お水の価

格が安い 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 / 
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

満足している ガス代が下がったうえに沸かす時より時間の節約
が出来た 2017/10/4 21:21

34 女性 主婦 福岡県 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 / 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

その他 レンタル料が安い（無料含む） / お水の
交換が楽だから 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 / 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 / ペットボトル
と比べるとゴミが少ない / ジュースを
飲まなくなった

非常に満足している
水道水を入れるタイプなのでいちいち水をくんで
入れるのが面倒。よく利用するのですぐ水がなく
なってしまう

2017/10/3 22:20

38 女性 主婦 福岡県 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 / コーヒー・お
茶に使うため

プレミアムウォーター 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 / 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 安全なお水がすぐに飲めること。 2017/10/9 19:35

24 女性 主婦 福岡県 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 離乳食・幼児食に安心できる水を使い
たい プレミアムウォーター 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 / 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

普通

満足できた点、子供のミルク作りが楽に出来るよ
うになり、水を飲まそうと思ったらスグにあげれる
点
不満な点、料金が高い、電気代もかかる

2017/9/6 23:35

34 女性 主婦 福岡県 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 / 店頭販
売を見て欲しくなった / 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 / 店頭販売
ですすめられて / インターネットの口コミ・
評判を見て / 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 / 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 / インテリアと
して気に入っている

非常に満足している
お湯を沸かさなくていいのと、小さな子供でも自分
でコップに水を入れて飲めるようになったのでとっ
ても、助かっています。

2017/9/1 15:47

25 女性 学生・フ
リーター 福岡県 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 その他 インターネットでの口コミや評判を見て プレミアムウォーター 安全性が高そうだから 悪かった あまり利用しなかった 満足している 買い物のときに、ペットボトル買わず、節約ができ

た 2017/8/23 1:29

26 女性 主婦 福岡県 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 わからない 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 / 

コーヒー・お茶などがすぐに飲める 普通 邪魔 場所を取る 高い 2017/10/12 22:16

55 女性 その他 福岡県 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 床置き型 その他 わからない レンタル料が安い（無料含む） わからない 普通 置く場所もないような状態だったのであまりいいと
は思えなかった 2017/9/25 22:01


