
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

26 女性 主婦 長崎県 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 アクアクララ

キャンペーンが魅力的だった / スタッフ
の対応が良かった / 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 / 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 / ペットボトルと比
べるとゴミが少ない / ジュースを飲まな
くなった 非常に満足している

ミルク作りにすごく役立っている。
なんにでも興味を示すこどもなのでお湯
のロックはありがたいが、水にもロックを
つけてもらえたらありがたい。問い合わ
せたらロックに取り替えてもらえたが毎
年有料は納得いかない 2017/10/9 22:51

48 女性 その他 熊本県
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 / 
料理に使いたい / コーヒー・お茶に使う
ため / その他 アクアクララ わからない わからない 普通

熊本に引越しをし、水道水が充分に美
味しいため。 2017/9/24 9:45

34 女性 その他 鹿児島県
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） 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 / コー
ヒー・お茶に使うため アクアクララ わからない 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 / コー
ヒー・お茶などがすぐに飲める 満足している

冷たい水や、コーヒー飲むのに簡単に
飲めた。 2017/9/18 12:34

29 女性 その他 宮崎県 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 / その他 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 / 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 満足している

水道水をわざわざ沸かして飲まなくてよ
かった。元々水道水は美味しくないので
嫌いだったからよかった。
不満…水が溜まると止めることが出来
るが二ヶ月だけというがちょっと辛い。水
がたくさん溜まっている。ダンボールが
ゴミになる 2017/10/9 10:24

31 女性
学生・フリー
ター 宮崎県 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

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 / TV
などで見て欲しくなった キララ

インターネットの口コミ・評判を見て / お
水の交換が楽だから / サーバーがお
しゃれだから 良かった

おいしくて冷たい水がすぐに飲める / お
米を炊くとおいしい 非常に満足している いつでも美味しい水が飲める 2017/8/22 18:51

39 女性 その他 熊本県
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 その他 その他 普通

子どもでもすぐ飲める場所にあるのがい
い。
コスト面で不満 2017/8/26 12:10

20 女性 医師 鹿児島県 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

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 クリクラ

店頭販売ですすめられて / レンタル料
が安い（無料含む） / 電気代が安い わからない 満足している

満足できたのはいつでも冷たい水や暖
かい飲物がすぐに飲めると言うことです 2017/9/18 22:58

27 女性 主婦 鹿児島県 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 クリクラ 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
とてもいいです。コーヒーなどを飲むの
もすごく助かります。 2017/8/26 22:59

23 女性
学生・フリー
ター 熊本県

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 子供に安全な水を飲ませたい コスモウォーター 店頭販売ですすめられて 悪かった あまり利用しなかった 非常に満足している

水にお金をかけるのがもったいなくなっ
た 2017/8/23 0:55

42 女性 主婦 大分県 現在利用している リターナブル方式（再利用ボトル型） わからない 床置き型 その他 その他 その他 良かった お米を炊くとおいしい 普通
おいしいし、配達してくれるので楽だが、
電気代がかかる。 2017/8/26 23:13

33 女性 主婦 鹿児島県 現在利用している その他 その他 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 その他 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 / 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

水を持ち帰らなくてよくなったのが楽で
いい。
水道水を入れるだけのタイプなので、ボ
トルの受け渡しなど面倒なこともないの
がいいです。
味はやはりボトルのタイプの方がおいし
いけど、値段も安いし、うちの子供たち
はお茶を飲まないで水ばかり飲むため
すぐなくなるので水道水のタイプの方が
安価でいいです。
不満は特にないのですが、一番下の子
供が最近つかまり立ちを始めたため、
水を勝手に出してしまうのが悩み。
お湯はロックがかかるけど、水のロック
は今の所何も対策がないとのこと。 2017/9/5 18:01

22 女性 その他 鹿児島県 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 その他

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 / 店頭
販売を見て欲しくなった / 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 / 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） 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

満足点としては、いつでも冷たい水が飲
めるしコーヒーやお茶をいれる時にお湯
を若さなくて済むから。
不満な点としては、置き場に困る事と電
気代がかかるということ。 2017/9/22 22:06

26 女性 主婦 鹿児島県 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 / 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 / 料理
に使いたい 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 / レンタル料が安い（無料含
む） / 安全性が高そうだから / お水の
交換が楽だから / 自動洗浄機能がある
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 / 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 非常に満足している 交換が楽になり掃除もしやすい 2017/9/9 10:38

24 女性
総務・人事・事
務 鹿児島県 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 店頭販売を見て欲しくなった プレミアムウォーター 有名・人気だから 良かった 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

美味しい水がいつでも飲める。温度調
節が簡単。 2017/8/30 22:49

17 女性
学生・フリー
ター 鹿児島県 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 / 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 / コーヒー・お
茶に使うため わからない

店頭販売ですすめられて / お水の価格
が安い / 電気代が安い / 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

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 / 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 やっぱり楽になったから。 2017/10/7 8:15

18 女性
学生・フリー
ター 鹿児島県

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 わからない わからない わからない わからない 普通

満足できた点としては、冷たい、熱い、
のが飲みたいときに飲めること。
不満としては、本体が大きくて置く場所
に困った。 2017/9/13 21:44

34 女性 営業・販売 熊本県
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

離乳食・幼児食に安心できる水を使い
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 満足している

ミルク作りが楽になったが、サーバーが
場所をとっていた 2017/8/26 14:27

70 女性 主婦 長崎県 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 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 / 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 不満に感じた点はない 2017/8/22 17:35


