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］

36 女性

主婦

岡山県

現在利用している

リターナブル方式（再利用ボトル
型）

49 女性

総務・人事・事
務

山口県

42 女性

その他

山口県

リターナブル方式（再利用ボトル
現在利用している
型）
以前は利用していたが現在は利用 リターナブル方式（再利用ボトル
していない
型）

40 女性

主婦

広島県

以前は利用していたが現在は利用 ワンウェイ方式（使い捨てボトル
していない
型）

23 女性

主婦

岡山県

現在利用している

リターナブル方式（再利用ボトル
型）

40 女性

その他

岡山県

現在利用している

リターナブル方式（再利用ボトル
型）

質問3:実際にご家庭で利用された 質問4:実際にご家庭で利用された
質問6:以下のうち、実際にご家庭で利用されたこと 質問7:前問で回答したウォーター
ことがある（または利用している） ことがある（または利用している） 質問5:以下のうち、ウォーターサー がある（または利用している）ウォーターサーバーの サーバーに決めた理由は何です
質問12:具体的に満足できた点と
ウォーターサーバーの、水のタイプ ウォーターサーバーのサーバーの バーを利用したいと思ったきっかけ ブランドを選んでください。
か？以下のうち、その理由・基準
質問9:以下のうち、良かったと感じ 質問10:以下のうち、悪かったと感 質問11:ウォーターサーバーを実際 不満に感じた点を教えてください。
に当てはまるものを選んでください タイプを選んでください［複数回答 に当てはまるものをすべて選んで ※複数利用された方は、最近使用した（している）も に当てはまるものをすべて選んで 質問8:実際にウォーターサーバー た理由に当てはまるものをすべて じた理由に当てはまるものをすべ に利用した総合的な満足度として （合わせて200～300字程度でお願
［複数回答可］
可］
ください［複数回答可］
のを選んでください。
ください［複数回答可］
を使ってみてどうでしたか？
選んでください［複数回答可］
て選んでください［複数回答可］
当てはまるものを選んでください。 いします）
回答時刻
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
お湯の沸かす必要がなくなった /
美味しいお水はいつでものめられ
RO水（ピュアウォーター）
床置き型
を使いたい / 料理に使いたい
アクアクララ
キャンペーンが魅力的だった
良かった
離乳食に安心して使える
非常に満足している
るようになった。
2017/9/15 14:58
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み
インターネットの口コミ・評判を見て
おいしくて冷たい水がすぐに飲め
いつでも冷たい水やお湯が使える
たい / すぐにお湯を使えるのが便
/ レンタル料が安い（無料含む） /
る / コーヒー・お茶などがすぐに飲
が、ボトル交換は重いので自分で
RO水（ピュアウォーター）
床置き型
利 / 子供に安全な水を飲ませたい アクアクララ
お水の価格が安い
良かった
める / お米を炊くとおいしい
非常に満足している
はできない。
2017/9/22 10:01
おいしくて冷たい水がすぐに飲み
おいしくて冷たい水がすぐに飲め
水道より安全で満足出来た。
RO水（ピュアウォーター）
床置き型
たい
アクアクララ
おいしい水が飲めるから
良かった
る
満足している
交換が大変だった。
2017/9/18 19:28
お湯の沸かす必要がなくなった / 安
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
お湯がすぐに使えるところがやは
全な水を子供に飲ませられる / おい
天然水
床置き型
利 / 子供に安全な水を飲ませたい ウォーターワン
店頭販売ですすめられて
良かった
普通
り魅力的でした
2017/9/21 20:59
しくて冷たい水がすぐに飲める
スタッフが適当だし、伝達が出来て
いない事が多い。あまりお得なこと
が無い。長く利用しているのにプレ
RO水（ピュアウォーター）
卓上型
すぐにお湯を使えるのが便利
クリクラ
その他
その他
普通
ゼントも待遇も特にない。
2017/9/4 23:36
すぐに水を飲めるところが満足。メ
おいしくて冷たい水がすぐに飲み
おいしくて冷たい水がすぐに飲め
ンテナンスにお金がかかるのが不
RO水（ピュアウォーター）
床置き型
たい
クリクラ
キャンペーンが魅力的だった
良かった
る
満足している
満
2017/8/31 21:49

44 女性

主婦

広島県

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

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
クリクラ

店頭販売ですすめられて / スタッ
フの対応が良かった
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 / コー
ヒー・お茶などがすぐに飲める

満足している

35 女性

その他

広島県

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

子供に安全な水を飲ませたい /
TVなどで見て欲しくなった

おいしい水が飲めるから

インテリアとして気に入っている

満足している

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
クリクラ

キャンペーンが魅力的だった / ス
タッフの対応が良かった / 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 / 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

非常に満足している

わざわざ買いに行かなくてもおいし
い水が使える
2017/9/30 3:27
満足できたのは、おいしいし、交換
が簡単だから。友人にすすめられ
て設置しているのだが、とてもよ
かったと思う。そして、お水を買い
に行く手間がなくなったから、とて
も楽になったと思う。不満なところ
は、特にないと思う。
2017/9/22 14:16
とにかく安全なお水で子供のミルク
やごはんを作ることができた。
その他にも朝寝起きにコーヒーの
お湯を沸かしたりしなくて済むこ
と、
冷たいお水で飲み物を飲めること
もよかった。
不満な点は
値段が高いこと。随時注文ができ
ないこと。
さすがに重たい。もう少し容量を少
なくするか、低い位置での設置にし
ないと女の人の力だと結構キツい
ものがある。
置き場所にも困る。
チャイルドロックがほとんど意味を
成していないこと。
2017/8/30 17:15

RO水（ピュアウォーター）

床置き型 / 卓上型

キャンペーンが魅力的だった

子供のミルク作りが楽になった

非常に満足している

とくになく、とてもまんぞく

2017/8/28 10:20

2017/8/22 19:18

2017/10/3 3:06

23 女性

主婦

広島県

33 女性

主婦

広島県

58 女性

主婦

山口県

23 女性

主婦

岡山県

38 女性

主婦

広島県

以前は利用していたが現在は利用 リターナブル方式（再利用ボトル
していない
型）
リターナブル方式（再利用ボトル
現在利用している
型）

以前は利用していたが現在は利用 リターナブル方式（再利用ボトル
していない
型）

ワンウェイ方式（使い捨てボトル
現在利用している
型）
以前は利用していたが現在は利用 ワンウェイ方式（使い捨てボトル
していない
型）

RO水（ピュアウォーター）

床置き型

天然水

床置き型

天然水

床置き型

クリクラ

すぐにお湯を使えるのが便利
クリクラ
おいしくて冷たい水がすぐに飲み
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 / イ
ンターネットでの口コミや評判を見
て
クリクラ
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 / 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
コスモウォーター
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

良かった

良かった

普通

普通に冷水が出て、温かいお湯が
出るのはいいと思った。が、天然
水ではないので、少し不満に思っ
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） /
電気代が安い / お水の交換が楽
だから / 節電機能があるから / 自
動洗浄機能があるから
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
/ 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

ミルク作りが早くて時短になってま
す。
3歳の子供も1人で水が汲めて飲め
るのが
すごい便利です！

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

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 /
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

満足している

その他

その他

33 女性

主婦

鳥取県

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

卓上型

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
その他

その他

良かった

34 女性

その他

岡山県

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

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
その他

レンタル料が安い（無料含む）

良かった

36 女性

主婦

岡山県

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
プレミアムウォーター

キャンペーンが魅力的だった

良かった

38 女性

主婦

広島県

ワンウェイ方式（使い捨てボトル
現在利用している
型）
以前は利用していたが現在は利用 ワンウェイ方式（使い捨てボトル
していない
型）

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
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

天然水

卓上型

すぐにお湯を使えるのが便利

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

28 女性

主婦

広島県

現在利用している

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 / 料理に使いたい
プレミアムウォーター

47 女性

主婦

広島県

31 女性

主婦

岡山県

53 女性

その他

広島県

51 女性

主婦

島根県

ワンウェイ方式（使い捨てボトル
型）

ワンウェイ方式（使い捨てボトル
現在利用している
型）
以前は利用していたが現在は利用 リターナブル方式（再利用ボトル
していない
型）
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
以前は利用していたが現在は利用 ワンウェイ方式（使い捨てボトル
していない
型）

天然水

床置き型

RO水（ピュアウォーター）

床置き型

わからない

わからない

おいしくて冷たい水がすぐに飲み
たい / コーヒー・お茶に使うため
おいしくて冷たい水がすぐに飲み
たい
おいしくて冷たい水がすぐに飲み
たい

天然水

卓上型

その他

プレミアムウォーター

キャンペーンが魅力的だった / ス
タッフの対応が良かった / レンタ
ル料が安い（無料含む） / お水の
価格が安い
良かった

満足している

おいしい水が飲めたこと
サーバー代がかからないことと水
を1つ利用するたびに1ポイントた
まって、ポイントが貯まったら1つ水
がただになったりしてました！
不満はやはり水代が結構かかるこ
とですね。
気軽に美味しい水が飲めて、とて
も重宝しましたが、飲みすぎて次
の配達まで足りなくなることがあり
困りました。

2017/9/24 22:01

満足している

いつでも美味しいお水が飲めるよ
うになったが、機械が大きくて場所
をとるのが難点。

2017/9/18 21:04

満足している

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 / ペットボト
ルと比べるとゴミが少ない
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 / お米を炊くとおいしい

非常に満足している

非常に満足している

すぐに冷たい水が飲めるのが、嬉
しい。
安全のためにプッシュ式になって
るのだけれども、最初は使い勝手
が悪かった。

プレミアムウォーター
わからない

わからない

わからない

普通

なくても良いと思う。

わからない

わからない
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
悪かった

普通

いつでも飲める。

不満である

鍋に水をいれにくかった

あまり利用しなかった

2017/9/25 8:27

おいしいみずがのみたのでよい
2017/9/24 20:17
ウォーターサーバーを始めるまで
は水道水を使って料理をしていま
した。
お風呂を洗ったり水を長い間コップ
に入れたままにしていると、水道水
は底に赤いのが溜まるのが気に
なっていて、これを飲んでいるのか
と思うと体のことが気になっていま
した。
そこで最初は懸賞で初期費用がか
からないウォーターサーバーが当
たって値段も考えずに使っていまし
た。
健康的な不安はなくなりましたが、
月に5千円弱かかっていたのが不
満でした。
しばらくしてショッピングセンターで
プレミアムウォーターさんがキャン
ペーンをしていて、軽い気持ちで話
を聞いてみるとその時使っていた
ものより1500円くらい安くなること
が分かり乗り換えることにしまし
た。
今では美味しい水を安く飲めて、ミ
ルク作りも素早くできるのでとても
助かっています！
2017/8/23 10:15

スタッフの対応が良かった / お水
の価格が安い / 電気代が安い /
安全性が高そうだから / おいしい
水が飲めるから
良かった

日田天領水

2017/9/25 3:42

2017/8/22 21:49
2017/8/23 23:39
2017/10/14 17:10
2017/8/22 19:24

