
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 女性 会社経営
・役員 埼玉県 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 オーケンウォーター 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 / 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

満足している

冷水、温水が直ぐに飲めたので普段から水分をあ
まりとらない私も利用していたときは手軽なので朝
夜と水分補給が出来ていた様に思います。又子供
が産まれたこともあり、ミルク、離乳食には大変重
宝しました。やめた理由として、、自分達のペース
で頼めないこと(まだ水があっても定期的にくる)が
ネックとなりやめました。数年前と比べ今のウォー
ターサーバーはどう変わっているかわかりません
が、そういったことがなければ又頼みたいと思いま
す。

2017/10/9 21:40

33 女性 主婦 埼玉県 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 / 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 / インターネットでの口コミや評判
を見て / TVなどで見て欲しくなった / 
コーヒー・お茶に使うため

クリクラ スタッフの対応が良かった / 有名・人気だ
から / おいしい水が飲めるから / 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 / お米を炊くとおいしい / 
ジュースを飲まなくなった

非常に満足している

満足できた点は、真夏にも冷たい水がすぐに飲め
ることです。浄水器もつけているのですが、比べ物
にならないくらい美味しいお水です。悪い点は電気
代がかかってしまうこと。一本あたりの値段も高い
のでお水だけで月に五千円くらいかかるのは家計
の痛手です。

2017/9/24 7:29

25 女性 主婦 埼玉県 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 うるのん

店頭販売ですすめられて / 電気代が安い 
/ 節電機能があるから / 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 / 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 機械音が気にならないのが良かった。
お水はもっと安い所があった。 2017/9/22 1:24

76 女性 主婦 埼玉県 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 卓上型 料理に使いたい / コーヒー・お茶に使う
ため / その他 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 美味しい水が飲めるのはありがたいです 2017/9/17 21:41

47 女性 その他 埼玉県 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 キララ 店頭販売ですすめられて わからない 普通 普通ですねまあ、美味しいですね 2017/9/17 2:14

31 女性 主婦 埼玉県 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 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 お湯の沸かす必要がなくなった 普通 すぐ使えるのは良かった

衛生的なのか心配 2017/9/14 10:45

66 女性 その他 埼玉県 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） その他 床置き型 / 卓上型 料理に使いたい その他 その他 悪かった 衛生面が気になるから / その他 不満である カビが生えたので利用を止めた 2017/9/13 14:41

28 女性 その他 埼玉県 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 コスモウォーター お水の価格が安い 悪かった
あまり利用しなかった / 解約料がかかる / 
スタッフの対応が悪い / 配送の受け取り
が大変 / 衛生面が気になるから

不満である
いつも冷水と温水がでる。
水がおいしくない。いちいち定期便を受け取るのが
面倒。

2017/9/11 0:59

45 女性 総務・人
事・事務 埼玉県 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 インターネットでの口コミや評判を見て / 

コーヒー・お茶に使うため その他 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 / 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

＜良かったこと＞
・お茶やコーヒーがすぐ飲めること
・お米を炊くときに使うと美味しい
・冷たい水がすぐ飲める

＜悪かったこと＞
・場所を取って邪魔
・水の取り換えが重くて大変

2017/9/6 10:27

35 女性 その他 埼玉県 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

わからない 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） 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 / 重いペットボトル
を買って帰る必要がなくなった

普通

すぐにお湯や、冷えた水が使えて便利だけれども、
サーバーの置場所に困った。又、水は宅配で届く
が、設置は自分なので12リットルを持ち上げてサー
バーにセットするのが大変だった。

2017/8/31 23:19

29 女性 学生・フ
リーター 埼玉県 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 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 クリクラ 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 / コー
ヒー・お茶などがすぐに飲める 満足している 維持費が安い点に満足 2017/8/30 17:22

26 女性 学生・フ
リーター 埼玉県 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） わからない 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 わからない わからない 悪かった 場所を取る 満足している

お水も対応も料金も悪くはなかった。むしろ良かっ
た
しかし場所をとる。狭いマンションに引っ越した後
はただ邪魔でしかなくなってしまった
どんな利便性も無になった

2017/8/26 13:06

30 女性 営業・販
売 埼玉県 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 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 悪かった 費用が高い / 場所を取る 満足している 料理とかには使えたけどコンセントが必要で災害
時のときは使えなかった 2017/8/24 8:30

74 女性 主婦 埼玉県 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 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 / 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 / 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

満足している t冷たい水や熱いお湯がすぐ使えるのがよいが、ボ
トルが重くて取り替えるのが大変。 2017/8/23 23:36

26 女性 主婦 埼玉県 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 / 
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 / コー
ヒー・お茶に使うため

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

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 / カップラーメンなど
がすぐに作れる

満足している

子供のミルク作りに役にたった。
お湯を沸かさないから楽だった。
冷たい水がすぐに飲めて子供もやりたがるので
ジュースではなく基本的に水をあげる頻度が増え
た。

2017/8/23 15:05

66 女性 主婦 埼玉県 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 / 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 / 店
頭販売を見て欲しくなった / インターネッ
トでの口コミや評判を見て / 知人・友人
宅で見て / TVなどで見て欲しくなった / 
コーヒー・お茶に使うため

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 
/ 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 / 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 / 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 / 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

非常に満足している 新鮮で味もまろやかで飲みやすい 2017/8/23 8:58

26 女性 学生・フ
リーター 埼玉県 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 プレミアムウォーター 有名・人気だから 悪かった 費用が高い / あまり利用しなかった 普通

お水は美味しいしつめたくてペットボトルを買いに
行く手間が省けるし、お湯がすぐ出るから調理がら
くではやいし、夜中のミルクやカップ麺に便利だっ
たが、ボトルが邪魔、機械がじゃま。

2017/8/23 0:56

26 女性 その他 埼玉県 現在利用している わからない わからない 卓上型 コーヒー・お茶に使うため その他 わからない 悪かった 費用が高い / 場所を取る 非常に不満である 料金も高いし、担当者の態度がでかい 2017/8/22 22:00

50 女性 主婦 埼玉県 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 子供に安全な水を飲ませたい / 料理に
使いたい / TVなどで見て欲しくなった アクアクララ スタッフの対応が良かった / 有名・人気だ

から / お水の交換が楽だから 良かった
子供のミルク作りが楽になった / 離乳食に安
心して使える / ペットボトルと比べるとゴミが
少ない

普通 スッキリした味で美味しい 2017/8/22 20:30


