
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

41 男性 公務員 栃木県
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） わからない その他 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 普通 すぐにお湯が使えて便利だった 2017/8/31 7:49

42 男性 その他 栃木県
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 / 離
乳食・幼児食に安心できる水を使
いたい アクアクララ インターネットの口コミ・評判を見て わからない 普通

美味しい水が気軽に飲める。
おき場所に困った。 2017/8/26 19:00

45 男性 営業・販売 栃木県 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

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） 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

手間なく使えるところ。何でも使える。価格が少し割
高になっている 2017/8/24 16:40

41 男性 その他 栃木県 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 コーヒー・お茶に使うため アクアクララ わからない わからない 非常に不満である おいしい。設置が大変 2017/8/23 11:37

21 男性
学生・フリー
ター 群馬県 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

おいしくて冷たい水がすぐに飲みた
い アクアセレクト 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 私は朝起きてパスタを食べた 2017/8/26 9:15

57 男性 その他 茨城県
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

重いペットボトルを買って帰りたくな
い ウォーターワン インターネットの口コミ・評判を見て その他 普通 おいしいが値段がたかい 2017/9/17 0:00

47 男性 営業・販売 栃木県 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 ウォーターワン

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 / 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 てんｎ 満足している おいしく健康に良い水をいつでも飲めるから。 2017/8/22 21:30

39 男性 その他 群馬県 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

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 非常に満足している おいしいみずがのめおゆがすぐつかえる 2017/8/31 10:12

42 男性 営業・販売 茨城県
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 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

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 / お米を炊くとお
いしい 満足している 不満な点は費用が高い 2017/8/22 19:22

25 男性 営業・販売 茨城県 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

サントリー南アルプスの天然水
サーバー わからない 悪かった 費用が高い / 電気代がかかる 不満である

毎月毎月水を注文しないといけないので、家にた
まっていってしまう 2017/9/6 20:32

25 男性 その他 茨城県
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

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 / 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

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

ウォーターサーバーを使用することで、今まではミ
ネラルウォーターをスーパーやディスカウトストアー
で購入していましたが、購入の手間が省けました。
また、価格もサーバーの方がトータル的には安く、
経済性に富んでいると思います。
味も本格的で販売されている飲料水と何ら変わりま
せんでした、冷たい水だけでなく、熱湯も使える点
は大変うれしいです。今まではやかんでお湯を沸か
していましたが、その手間も省けます。私のような
ずぼらな方にはウォーターサーバーはお勧めで
す。 2017/8/27 10:02

53 男性 営業・販売 茨城県 現在利用している ワンウェイ方式（使い捨てボトル型） わからない 床置き型
おいしくて冷たい水がすぐに飲みた
い その他 その他 良かった おいしくて冷たい水がすぐに飲める 普通

宅配

ごみになる 2017/10/9 22:46

32 男性 その他 茨城県 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 その他 その他 その他 わからない 普通

アフターケアがなさすぎる。（キャンペーン等・・・）
実際のところ、その地名の場所から取水し、加工さ
れているのか？わかりにくい。 2017/8/23 2:23

38 男性 その他 群馬県 現在利用している その他 その他 その他
インターネットでの口コミや評判を
見て その他 お水の価格が安い 良かった お米を炊くとおいしい 非常に満足している

消毒の味がしないお水の美味しさが
最高です。
私のお気に入りは、なんと言っても
このお水で炊いたお米は格別で感動しました。 2017/8/22 20:29

38 男性
総務・人事・事
務 群馬県 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 その他 その他 その他 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 
/ コーヒー・お茶などがすぐに飲め
る 非常に満足している

いつでも冷たい水や熱いお湯が使えるので、子供
のミルクを作る際に、その都度沸かす必要がなく、
また、煮沸してから、お湯を冷ます必要がなかった
ため、すぐにミルクを用意できるのも素晴らしい点
です。
不満に感じる点は、お湯の温度が70度とコーヒー
やお茶を飲むのには最適な温度かもしれないので
すが、
カップラーメンを作ろうとすると、少し温度が低く、固
ゆでになってしまったり、逆に時間がたちすぎて伸
びてしまったりしてしまうため、100度のお湯が出る
ようになるととてもいいのですが。 2017/8/22 18:17

42 男性 公務員 茨城県 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 すぐにお湯を使えるのが便利 ネイフィールウォーター 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 満足している

コーヒーが飲みたいときにすぐにあったかいお湯が
出てきて、味も水道水沸かした時よりまろやかにな
る。 2017/9/26 18:39

59 男性 営業・販売 栃木県 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 すぐにお湯を使えるのが便利 フレシャス レンタル料が安い（無料含む） その他 普通 お湯は便利だがコスパが悪い 2017/8/23 11:52

54 男性 研究・開発 茨城県
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 / コーヒー・お茶に使うため プレミアムウォーター

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
の交換が楽だから / おいしい水が
飲めるから その他 普通

水は美味しかったが、支払い等手続事務処理の連
絡が不満があった 2017/8/23 10:36

27 男性 その他 栃木県 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
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 プレミアムウォーター 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 / 
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

すぐに冷えた水と熱いお湯が使えることが良い。
電気代がちょっと高い。 2017/8/25 5:47

24 男性
学生・フリー
ター 群馬県 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 日田天領水 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

消費電力は少なく、定期的に水の交換に来てくれる
ので賞味期限などの心配も無い。 2017/9/18 21:15

70 男性 その他 茨城県
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 / 子
供に安全な水を飲ませたい 富士の湧水

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 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 満足面はすぐ暖かいのと、冷たいのが飲める。 2017/9/5 23:27


