
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

61 男性
総務・人事・事
務 山梨県 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 / コー
ヒー・お茶に使うため アクアクララ

店頭販売ですすめられて / おいしい水が飲め
るから わからない 満足している 友達と比較して、美味しいと感じた。。 2017/8/31 15:38

60 男性 公務員 長野県 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 アクアクララ 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 水がおいしかったが料金が払えなくなった。 2017/9/18 11:51

66 男性 その他 岐阜県 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 その他 その他 その他 不満である

不満点：衛生面での不安感、水の設置がめん
どくさい
満足できたところ：お湯を沸かす手間がなくなっ
た 2017/9/17 19:31

88 男性 その他 岐阜県 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 その他 わからない 不満である コスト対効果に不満である 2017/8/31 22:09

42 男性
総務・人事・事
務 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 わからない 店頭販売ですすめられて その他 普通 維持費が高いところが不満 2017/8/26 14:20

47 男性
コンピュータ関
連技術職 岐阜県 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 卓上型 子供に安全な水を飲ませたい マーキュロップ 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

おいしい水が飲める。不満は特に感じていな
い。 2017/8/26 10:27

65 男性
総務・人事・事
務 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 床置き型 重いペットボトルを買って帰りたくない 日田天領水 レンタル料が安い（無料含む） 悪かった 解約料がかかる 普通 コストパフォーマンス高い 2017/8/25 11:45

67 男性 営業・販売 岐阜県 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 / 料理
に使いたい アクアクララ お水の価格が安い / 安全性が高そうだから 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 / お米を炊くとおいしい 満足している おいしくて、健康にもよいと考えている 2017/8/23 13:02

24 男性
学生・フリー
ター 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 重いペットボトルを買って帰りたくない 日田天領水 店頭販売ですすめられて わからない 普通

市水道と変わらないしコストパフォーマンスが
悪い 2017/8/23 11:42

44 男性 その他 岐阜県 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 / 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 / 店頭販売を見て欲しく
なった クリクラ

キャンペーンが魅力的だった / 有名・人気だか
ら / サーバーの機能が充実しているから 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 / 離乳食に安心して使える / 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 美味しい水がいつでも利用出来る 2017/8/22 21:29

76 男性 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 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 富士の湧水 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 / 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 いつでも湯と冷水が利用出来る 2017/9/22 15:52

33 男性 営業・販売 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 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 / 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

価格や利便性から見てすごい満足。
現時点で不満はない 2017/8/29 6:54

37 男性

コンピュータ関
連以外の技術
職 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 / 卓上型

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 フレシャス

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 悪かった

費用が高い / 場所を取る / 電気代がかかる / 
衛生面が気になるから 不満である

新鮮な水がいつも飲めるという点ではよかった
と思うがらノズル口がだんだん茶色く汚れてく
るなど衛生的に汚くメンテナンスに手間がかか
るので面倒臭くなってきたら、 2017/8/27 2:02

70 男性
学生・フリー
ター 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 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 安全な水を子供に飲ませられる 不満である 安ければ良いなっと いい機械探してる 2017/8/23 16:30


