
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

36 男性 営業・販売 岡山県
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 アクアクララ わからない 良かった

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 満足している 無料で使えたのに便利だった 2017/10/15 21:10

49 男性 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） RO水（ピュアウォーター） わからない
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 アクアクララ 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 満足している

水とお湯が両方使えるので便利。不
満は特にないがボトルが重い 2017/8/28 8:44

50 男性 営業・販売 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） 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 アクアクララ 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 / 安
全な水を子供に飲ませられる 満足している やはり体に良い水がいいです。 2017/8/27 21:14

68 男性 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

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 / 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 / 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 / おいしい水が飲め
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 / 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 / 重い
ペットボトルを買って帰る必要がなく
なった / お米を炊くとおいしい 非常に満足している

孫が産まれて直ぐに必要だと感じた
所にタイミング良く出くわしたので、
説明にも納得して即断しました。安
全・安心・便利です。強いて不満点
を挙げれば水のボトルが重い事で
すか。 2017/10/5 18:09

69 男性 会社経営・役員 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
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 アクアクララ

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 良かった

おいしくて冷たい水がすぐに飲める 
/ その他 非常に満足している

電話1本ですぐ配達してくれる。１０L
ボトルで重いので持ってきたときは
セットしてくれる。１本１０００円とリー
ズナブル。不満な点は、７００円くら
いになればいいのに。 2017/10/3 12:11

37 男性
学生・フリー
ター 山口県 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 / 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 アクアクララ

キャンペーンが魅力的だった / 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 非常に満足している

今までペットボトルの水を飲んでい
ましたが、ウォーターサーバーなら
冷たくて飲みたい分だけ飲めるから
とても効率的だと思います。 2017/8/23 21:07

43 男性

コンピュータ関
連以外の技術
職 山口県 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 / 離乳食・幼児食に安心できる水
を使いたい 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） / 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 / 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 水が美味しい。少し高い 2017/8/23 15:03

40 男性 金融関係 広島県
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 / 
子供に安全な水を飲ませたい / 料
理に使いたい / 店頭販売を見て欲
しくなった ウォーターワン 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 / 
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

水がおいしかった。いつでも冷たい、
また、暖かい水が出せて、焼酎のお
ゆ割りも簡単に飲めて、便利だっ
た。 2017/8/29 10:22

30 男性 公務員 広島県 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 ウォーターワン

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 良かった お湯の沸かす必要がなくなった 満足している 満足であると感じました。 2017/8/24 19:40

27 男性 デザイン関係 岡山県 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 すぐにお湯を使えるのが便利 キララ スタッフの対応が良かった その他 満足している 手軽だが値段が高いと思う 2017/8/26 20:31

17 男性 公務員 鳥取県 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 クリクラ レンタル料が安い（無料含む） 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

おいしいが、トータル的に水道より高
い 2017/8/28 20:08

45 男性
コンピュータ関
連技術職 広島県

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 / その他 クリクラ その他 悪かった

場所を取る / あまり利用しなかった 
/ 電気代がかかる / 購入ノルマが
ある 不満である

冷たい水はでるがお湯もとなると電
気代がばかにならないし、あまり使
わない。 2017/9/23 3:07

44 男性 その他 広島県
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 クリクラ 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 満足している

お湯が使いたい時に直ぐ利用出来
る。

常に電気代がかかる事 2017/8/24 15:49

42 男性 営業・販売 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

おいしくて冷たい水がすぐに飲みた
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

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 / お水の
価格が安い / 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 
/ 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 / インテリア
として気に入っている 満足している

手軽に安全でおいしい水をいつでも
飲める点が良い 2017/8/22 17:54

72 男性 会社経営・役員 山口県
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 キャンペーンが魅力的だった 悪かった

場所を取る / 衛生面が気になるか
ら 非常に不満である

まず場所をとり重い、水の質も一般
の水道水と変わらない。近くの自然
水が美味しい。ただ取得するのに並
んだりするのが面倒だから試した
が、非衛生的だと感じた。 2017/9/7 11:23

42 男性 研究・開発 山口県 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 クリクラ キャンペーンが魅力的だった その他 満足している
料理に使ってもおいしくできるからよ
い 2017/8/26 19:19

56 男性 公務員 鳥取県 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
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

キャンペーンが魅力的だった / 店頭
販売ですすめられて / レンタル料が
安い（無料含む） / お水の価格が安
い 良かった コーヒー・お茶などがすぐに飲める 普通 安心な水、お湯を簡単に飲める 2017/9/18 11:52

47 男性 弁護士 鳥取県 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 フレシャス 有名・人気だから 良かった 安全な水を子供に飲ませられる 満足している 手軽さはあるが、値段が高い 2017/8/26 21:12

60 男性 公務員 島根県 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 店頭販売を見て欲しくなった フレシャス 店頭販売ですすめられて その他 普通 水が美味しいが、高い。 2017/8/23 17:34

23 男性 公務員 岡山県 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 フレシャス インターネットの口コミ・評判を見て その他 満足している 手軽さはあるが、重たくて疲れる 2017/8/26 21:29

36 男性 金融関係 岡山県 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 フレシャス 有名・人気だから 悪かった 場所を取る 満足している 手軽だが値段が高いと思う 2017/8/26 20:54

48 男性 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 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 フレシャス 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 満足している

すぐ飲めるってのは満足。でも、全
体的な値段が高いのが不満。 2017/8/22 22:47

23 男性 その他 山口県
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 / 
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 / その他 フレシャス

店頭販売ですすめられて / スタッフ
の対応が良かった / レンタル料が
安い（無料含む） / 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 / 安全性が
高そうだから / 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 / おいしい水
が飲めるから / 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 / 
ジュースを飲まなくなった 非常に満足している

フレシャスは交換がほかのメーカー
に比べて楽だったのと、自動クリー
ンがついていたのでよかったかなと
おもいます。
ただ、一回に持ってくる量が３０キロ
ちかく一つの箱でくるので、重たかっ
たかなとはおもいます。
DEWO使ってました 2017/10/4 21:44

37 男性 営業・販売 岡山県 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
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 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 普通 手軽だが値段が高いと思う 2017/8/26 21:51

38 男性

コンピュータ関
連以外の技術
職 山口県 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 その他 プレミアムウォーター 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 
/ 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

夏の間と風呂あがり、冷たい水がす
ぐ飲めるのが気に入っている。
一月に2ケース届くのだが、暴飲しな
いようにして、非常用水としてストッ
クしている。 2017/8/30 23:37

37 男性 その他 山口県 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 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

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 非常に満足している 使い勝手がよくすごく良かった 2017/8/22 19:47

30 男性 公務員 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） 天然水 床置き型
すぐにお湯を使えるのが便利 / TV
などで見て欲しくなった 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 非常に満足している

非常に毎日が楽になったが少し高
い。 2017/8/25 13:41

48 男性 その他 広島県
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 コーヒー・お茶に使うため わからない その他 わからない 普通

交換に費用がかかる。熱いお湯が
出るので子どもの安全策が不十分
のような気がする。特に効果が感じ
られなかった 2017/8/25 1:47

51 男性 その他 広島県
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 わからない わからない わからない わからない 非常に不満である りょうきんがたかい。 2017/8/22 22:12

67 男性 その他 山口県
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 日田天領水

店頭販売ですすめられて / 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 / お
いしくて冷たい水がすぐに飲める 満足している 手軽だが経費が掛かる。 2017/8/23 13:56

49 男性 営業・販売 岡山県
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 / 店頭販売を見て欲しくなっ
た / TVなどで見て欲しくなった / 
コーヒー・お茶に使うため 富士の湧水 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 満足している

味がおいしいのは良い点。ボトルの
交換がめんどくさい。値段が高い。 2017/9/7 15:37

47 男性 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 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 店頭販売ですすめられて 良かった 安全な水を子供に飲ませられる 満足している

安全で気軽に飲めるし、コーヒーや
お茶を飲むときや、カップラーメンを
つくるときに、お湯を湧かさないでい
いので便利。

スペースを必要とするし、予備をお
いておくのに邪魔になる。

新しくたのむのも面倒だし、宅配の
時間が
まちまちだから、予定の時間が
留守にできない。 2017/8/22 19:06


