
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

33 男性 研究・開
発 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） 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 アクアクララ 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 非常に満足している 定期的にボトルを供給してくれたので良かった 2017/10/8 22:16

44 男性 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 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 インターネットの口コミ・評判を見て / 有名
・人気だから / おいしい水が飲めるから 悪かった

浄水器のほうがコスパが
良い / 衛生面が気にな
るから

不満である

持ってくるスタッフの衛生状態（爪の汚れ、服装の
汚れ）を見て生理的に受け付けなくなった。水を
サーバーで購入して使用する消費者層の心理が
末端に教育されてない。汗をかくとか仕方ないこと
ではなく水という顧客の体内に入るものを間接的に
扱っているという社員への教育の問題。それだった
らネットでボトルのミネラルウォーターを購入して自
分で扱った方が気持ち悪くないので、すぐに解約し
た。

2017/8/27 23:31

28 男性 学生・フ
リーター 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 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 非常に満足している 冷たく美味しい水をすぐ飲める 2017/8/26 16:12

64 男性

コン
ピュータ
関連技術
職

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 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 / 
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 すぐに冷たい水やお湯が使えて水もおいしい 2017/8/23 17:26

66 男性 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 / 料理に
使いたい / コーヒー・お茶に使うため

アクアクララ スタッフの対応が良かった わからない 普通 満足できた点はすぐに冷水、温水が使える。不満
な点は場所取り及び高い 2017/8/23 15:27

56 男性 その他 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 / 
インターネットでの口コミや評判を見て アクアクララ キャンペーンが魅力的だった 良かった

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

満足している 水が美味しいと感じる　コストがかかるのは悪い点 2017/8/22 22:17

52 男性 その他 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 キャンペーンが魅力的だった 良かった ジュースを飲まなくなった 非常に満足している 冷たく安心して飲める所が気に入ってる 2017/8/22 20:58

51 男性

コン
ピュータ
関連以外
の技術職

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 重いペットボトルを買って帰りたくない アルピナウォーター 有名・人気だから その他 満足している おいしい水がいつでものめる 2017/8/26 18:55

54 男性

コン
ピュータ
関連以外
の技術職

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） 卓上型

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 / 料理に使いたい / おしゃれなイン
テリアとして

アルピナウォーター

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 / 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
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

普通 おいしい点だとかんがえているところでございま
す。 2017/8/26 12:14

66 男性 公務員 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 子供に安全な水を飲ませたい クリクラ 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 満足している 子供がいる間は飲ませていたが、今は子供がいな
いので使用していない。 2017/9/18 16:34

25 男性 学生・フ
リーター 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 / 料理に使いた
い / コーヒー・お茶に使うため

クリクラ 有名・人気だから / 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 / 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

非常に満足している

すぐにおいしい水を飲めるのがいいと思った。今ま
で水道水を飲んでいたが、クリクラの水はカルキ抜
きやろ過を行っているので、水が本当にやわらか
い。また、コーヒーなどに利用しても、水道水を使っ
ていたときよりも、角がなくなりマイルドになってお
いしくなったと感じる。一方、維持費はそこそこする
ので大変である。夏場は特に消費が早くなるので
月6000円近くいってしまうこともよくある。そのた
め、全ての料理をクリクラの水で作るとなると恐ろし
い金額になってしまうので、もう少し一本あたりの
価格を安くして欲しいと思う。

2017/9/7 16:16

34 男性 公務員 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） 卓上型 離乳食・幼児食に安心できる水を使いた
い / おしゃれなインテリアとして クリクラ 店頭販売ですすめられて / 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 / 子供が遊んで危
険

満足している 美味しいお水だったが、値段が高い 2017/9/4 15:24

53 男性

コン
ピュータ
関連技術
職

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） 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 クリクラ キャンペーンが魅力的だった / 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
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 
/ ジュースを飲まなくなった

普通
おいしい水が手軽に飲める事が満足できる点で交
換する水が高いのと手続きが面倒な事が不満な点
です

2017/8/31 21:46

52 男性 デザイン
関係 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） / 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 クリクラ キャンペーンが魅力的だった その他 普通 特に不満も何もない。 2017/8/31 11:29

52 男性 その他 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 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 / 有名・人気だから 良かった
おいしくて冷たい水がすぐに飲める 
/ 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

満足している おいしい水を手軽に飲めて、非常用としてもよい 2017/8/27 18:23

36 男性 公務員 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 / 
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 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 便利で使いやすいのがいい 2017/8/27 13:18

36 男性 会社経営
・役員 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 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 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

子供のミルク作りが楽になった / 
コーヒー・お茶などがすぐに飲める / 
ジュースを飲まなくなった

満足している なんとなく良かった。特に悪いところは、なかった。 2017/8/22 21:40

42 男性 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 クリクラ レンタル料が安い（無料含む） 良かった 安全な水を子供に飲ませられる 満足している 冷水、温水すぐに飲めたのでよかったが水の配達
員が感じが悪かった。 2017/8/22 18:52

58 男性 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 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 コスモウォーター キャンペーンが魅力的だった わからない 普通 便利だが料金と設置場所が難点 2017/9/22 23:57

39 男性 営業・販
売 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 コーヒー・お茶に使うため コスモウォーター 安全性が高そうだから 良かった

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

非常に満足している お水がおいしいが、ボトルをセットするときに少し重
い。 2017/8/31 14:35

50 男性

コン
ピュータ
関連技術
職

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 コスモウォーター お水の価格が安い / 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 非常に満足している

飲みたい時に自由に温冷水が飲める。
水が無くなりそうな時、すぐに取り寄せではないの
と、12Lボトルが重くて交換が面倒

2017/8/27 16:44

42 男性 研究・開
発 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 キャンペーンが魅力的だった / 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 / 
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 すぐにおいしい水が飲める 2017/8/27 11:34

56 男性 研究・開
発 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 / 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

コスモウォーター サーバーの機能が充実しているから / 
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 / 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 / インテリアとして気
に入っている

普通 停止時のモーター音が、うるさいですね 2017/8/23 14:42

40 男性

コン
ピュータ
関連技術
職

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 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 コスモウォーター キャンペーンが魅力的だった 良かった 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 満足している

満足できた点としては、水をわざわざ買いにいかな
いでよいことです。また、ペットボトルなどのごみが
でないことがうれしいです。いつでもおいしい水が
すぐにのめるのもうれしかったです。子供がちいさ
いときだったので余計に助かりました。

2017/8/22 23:32

64 男性 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

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 / コー
ヒー・お茶に使うため

サントリー南アルプスの天然水サーバー キャンペーンが魅力的だった / 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

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 水がおいしい。健康に良いと思います。 2017/9/19 23:19

39 男性 営業・販
売 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 / 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 サントリー南アルプスの天然水サーバー
インターネットの口コミ・評判を見て / お水
の価格が安い / サーバーの機能が充実し
ているから

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

満足している おいしい　場所を取る 2017/8/27 5:33

61 男性 研究・開
発 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 おいしくて冷たい水がすぐに飲みたい / 

店頭販売を見て欲しくなった サントリー南アルプスの天然水サーバー 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 満足している 水道水と比べると本当に味の違いが分かった。ご

飯を炊くとうまく感じた。 2017/8/23 15:15

68 男性 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
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 / 
コーヒー・お茶に使うため

サントリー南アルプスの天然水サーバー
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 / 安全性が高
そうだから

その他 普通 特に問題はないが、費用が掛かりすぎる 2017/8/22 20:13

72 男性 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その他 その他 その他 店頭販売を見て欲しくなった その他 その他 その他 普通 汚れがフィルターにたまり除去できた 2017/9/30 22:08

68 男性 その他 神奈川県 現在利用している その他 天然水 卓上型 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 コーヒー・お茶などがすぐに飲める 普通 お湯がすぐ使える点、 2017/9/13 6:40

59 男性 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 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

フレシャス わからない 悪かった
費用が高い / 場所を取
る / あまり利用しなかっ
た

満足している おいしい水が簡単につくれる。 2017/8/22 22:27

45 男性 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 子供に安全な水を飲ませたい プレミアムウォーター スタッフの対応が良かった 悪かった あまり利用しなかった 満足している 今まで特に不満はない。 2017/9/23 22:52

30 男性 コンサル
タント 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 / 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

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 / スタッフの対応が良かっ
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 / 
ジュースを飲まなくなった

非常に満足している 常に水があるのが楽だから。 2017/9/18 18:59



54 男性 営業・販
売 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 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 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 簡単便利　すぐにお湯が使える 2017/8/23 6:39

43 男性

コン
ピュータ
関連以外
の技術職

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） 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 マーキュロップ 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 非常に満足している

おいつ冷たい水で飲めるのが良い。
会社がちいさそうなので、どこかで、ぼったくりが
はっせいしているのではないかと不安に思う。
値段の設定も微妙会所があるので、その辺を改善
してほしいかな

2017/8/22 17:36

57 男性 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 その他 富士の湧水 その他 わからない 普通

お湯がすぐ使えて便利だった。不満な点はメンテナ
ンスが無かったので、継続して利用するのに安心
できなかった。また、ウォーターボトル代が高かっ
た。

2017/10/8 20:51

66 男性

コン
ピュータ
関連以外
の技術職

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 富士の湧水 スタッフの対応が良かった その他 普通 特に不満は無いがやはりコストが高い 2017/8/22 18:22


