
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

20 女性
学生・フリー
ター 長野県 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 コスモウォーター

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） / 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 / お水の交換が楽だから 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 粉ミルクを作る際に時間が省けた。 2017/10/7 13:48

25 女性
学生・フリー
ター 長野県

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 コスモウォーター お水の価格が安い / お水の交換が楽だから 悪かった 場所を取る 非常に満足している とても重たいので持つのが大変 2017/9/18 23:05

24 女性 主婦 長野県 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 その他 コスモウォーター レンタル料が安い（無料含む） 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 / 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

お湯をわかさなくていい
エコをつけるとお湯が使えない 2017/9/13 22:50

54 女性 主婦 岐阜県 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 その他 おしゃれなインテリアとして ネイフィールウォーター 電気代が安い 悪かった 電気代がかかる 不満である コストパフォーマンスが悪い 2017/8/25 12:04

30 女性 主婦 岐阜県
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 クリクラ 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 満足している

お湯がすぐ出せるので飲み物を作るときに便
利だった。
また水割りで作るときに便利だった抵抗なく
水を使うことが出来る。
床置きタイプで置ける場所からコンセントが
遠く、線が邪魔になって子供が遊んでいたの
で困った。あとモーター音。みたいな音がけっ
こうして狭いアパートのなかでは夜中にうるさ
かった。 2017/8/22 20:02

28 女性 その他 岐阜県 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 / 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 / おしゃれなインテリアとして / 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 日田天領水

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 / 有名・人気だから / 電気代が安い / 
サーバーの機能が充実しているから / おい
しい水が飲めるから 悪かった

費用が高い / あまり利用しなかった / 浄水
器のほうがコスパが良い / 解約料がかかる 
/ 配送の受け取りが大変 / 子供が遊んで危
険 / ボトルが重たかった 普通 水が美味しいのと手軽に飲めるから 2017/8/22 19:49

29 女性 会社経営・役員 三重県 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） / 天然水 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 有名・人気だから 良かった
重いペットボトルを買って帰る必要がなくなっ
た 不満である

2年使っても機械を取り替えてはくれないから
解約したい 2017/9/20 12:02

72 女性 主婦 三重県
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 / 重い
ペットボトルを買って帰りたくない / TVなどで
見て欲しくなった 富士の湧水 キャンペーンが魅力的だった 良かった

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 満足している いつでも安心して利用できる 2017/9/17 9:01

28 女性 研究・開発 三重県 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 フレシャス

店頭販売ですすめられて / 有名・人気だから 
/ 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

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 / 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 満足している

満足している点は美味しいお水やお湯がすぐ
飲めること、カップラーメンやお味噌汁がすぐ
作れること、お水をスーパーで買わなくなった
のでスーパーからの帰りが今までより身軽に
なったこと、お水の替えが意外と簡単なことで
す。不満な点は一度に1箱届くので狭い部屋
での置き場に困ったり、そこらへんに置いて
いると見栄えがあまり良くないこと、たまにか
み合いが悪いのかお水の出が悪くなり注ぐ
のが大変なこと、お水代が意外と高いことで
す。 2017/8/30 20:31

39 女性 その他 三重県
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） / 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 / コーヒー・お茶に使うため アクアクララ

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） / 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 / お米を炊くとおいしい 満足している

場所をとり、コンセントが近くにない場所しか
置くスペースがなく、困った 2017/8/30 11:20

49 女性 公務員 三重県
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） / 天然水 卓上型

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 / 
店頭販売を見て欲しくなった アルピナウォーター

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 悪かった

電気代がかかる / 浄水器のほうがコスパが
良い / 解約料がかかる / スタッフの対応が
悪い / 配送の受け取りが大変 / 子供が遊ん
で危険 普通 安心が得られる点だと思います。 2017/8/26 11:58


