
お客様のシステムやアプリの規模、利用方法などにあわせて、全機能・情報が使える「スタンダードプラン」、
利用料0円の「フリープラン」やリクエスト数消費型の「for Amazon」など、さまざまなサービスプランにてご利用いただけます。
料金・契約体系、アクセス上限などは、プランごとに異なります。

内容

経路探索や定期代・運賃計算を
法人向けシステムや個人向け
アプリに組み込みたい方

運賃・定期代情報が必要な
社内の小規模システム

開発の方

標準プラン リクエスト数消費型プラン無料プラン

おすすめポイント

料金体系

導入事例

スタンダード for Amazon

駅情報の
マスターデータが
必要な方

フリー

Webフォームにて
利用申込

Webフォームにて
お問い合わせ

Amazon SaaSストアで
購入

契約方法

初期費用 0円

0円

なし

初期費用
＋

月額/年額（従量制）
※ラインナップ／コース別の料金テー
ブルをご用意しています。詳しくは
お問い合わせください。

20,000リクエスト～
※ご利用のラインナップ／コースによ
り異なります。詳しくはお問い合わ
せください。

①5,000リクエスト
5,500円

②10,000リクエスト
11,000円

③20,000リクエスト
　22,000円

月額/年額料金

アクセス上限 ①5,000リクエスト
②10,000リクエスト
③20,000リクエスト

※オンプレミスでの利用希望の方には「エンタープライズプラン」をご用意しています。一部機能に制限があります。

法人利用
No.1

プラン

〒166-8565  東京都杉並区高円寺北2-3 -17
TEL：03-5373-3511   URL：https://www.val.co.jp/ フリー スタンダード for Amazon

経路探索・運賃・定期代計算・時刻表のAPI

もっと
手軽に

、もっと
便利に

。

お見積り金額やサービスの仕様など、疑問点・不安点はお気軽にお問い合わせ
ください。メールのみでのやり取りや、オンライン・オフライン問わずあらゆる
形式でご相談承ります。

本利用をご希望の方は、リクエスト数のシミュレーションや費用のお見積りをいたします。
また、オンプレミスでのご利用をご希望の方には「エンタープライズプラン（※一部機能に制限あり）」をご用意しています。
お気軽にお申しつけ、お問い合わせください。

まずはぜひ、90日間無料の評価版にお申し込みください。
評価版お申し込みフォームを送信後、数日中に評価版のアクセスキーをお送りいたします。受け取り次第ご利用いただけます。

フォームから送信するだけでご利用いただけます。
お申し込み受付後、アクセスキーをメールでお送りいたします。受け取り次第
ご利用いただけます。

お問い合わせ

評価版のお申し込み

Amazon SaaSストアでご購入いただけます。
ご購入後、アクセスキーをメールで受け取り次第、ご利用いただけます。

ご利用について

お見積もり・お問い合わせ
［お問い合わせフォーム] https://ekiworld.net/webservice/info/before/index.php

［メール] info@val.co.jp

［お申し込みフォーム] https://ekiworld.net/webservice/info/trial/index.php 

フリープランのお申し込み
https://ekiworld.net/service/sier/webservice/free_provision.html

Amazon SaaSストア
https://www.amazon.co.jp/dp/B07D45HR25

無料（90日間） 初期費用 利用料（月額・年額）

for Amazon

スタンダード

フリー

評価版お申し込み
Step1

お試し・開発・実装
Step2

正式お申し込み
Step3

運用スタート
Step4

契約前から
開発を

進められる！

［製品情報] https://ekiworld.net/service/sier/webservice/

［お問い合わせフォーム]  https://ekiworld.net/webservice/info/before/index.php

［メール] info@val.co.jp

経費精算システム「マネーフォワード クラウド経費」に、「経路検索から交通
費を自動算出する」機能の実装を検討。“開発者視点に立った、きめ細やか
な対応”や、良好な関係構築ができそうだと感じたことから「駅すぱあと
Webサービス」を導入。手厚いサポートもあり、機能リリースまでスムーズ
に進められた。

自社サービスに新たな可能性をもたらすAPI
株式会社マネーフォワード様

求人検索サイト『ジョブチェキ！』のユーザビリティー向上を目指し、「最寄
駅からの所要時間で探す」機能を検討。公共交通機関に特化し、「駅名
データ」への強い信頼もある「駅すぱあとWebサービス」を選択。
機能リリース後、月40万PVほどの利用があり、基幹システム側への機能
追加も実現した。

利便性を高められ、サイト利用数が増加
パーソルテンプスタッフ株式会社様



「駅すぱあとWebサービス」では、一部機能・情報を無料で利用できる「フリープラン」、
全機能・情報を利用できる「スタンダードプラン」など、お客様の開発ニーズ・規模感にあわせたプランをご用意しています。
※オンプレミスでの利用希望の方には「エンタープライズプラン」をご用意しています。一部機能に制限があります。

API Documents

APIの仕様（リクエストパラメータやレスポンス例）や開発に必
要な予備知識・用語集、開発時のヒント・実装例をまとめた
Tipsなどを、Webサイトで公開しています。

「駅すぱあとWebサービス」の開発者がチャットで直接
サポートします。開発初期の疑問やお悩みにリアルタイムで
相談できるため、調査や問い合わせの手間を減らすこと
ができます。
※初期開発時のみ利用可能です。
※回答は営業時間内のみとなります。

「駅すぱあと」Webサービスで、できること。

「駅すぱあと」の機能を、APIで。

学習コスト・開発工数削減を支援するサービスを無料で提供しています。

初期の開発でも
安心のサポート体制

乗換案内・運賃計算をもっと便利に

利用可能API
探索

駅の情報

付加情報

周辺駅検索

路線の情報

会社の情報

経路の運賃計算操作

経路探索結果の操作

経路探索結果の生成

時刻表

回数券

路線図

鉄道運行情報

バージョン情報

多言語対応

駅すぱあと路線図

ツール
　地点生成
　測地系変換
　探索条件生成
　経路情報の更新判定

※2

※4

※4

※4

※4

※3

※5

※5

※6

※5

※7

※1 Amazon SaaSストアで購入できるリクエスト数消費型のプランです。スタンダードプランと比較して一部機能制限があります。
※2 フリープランの経路探索機能は、検索結果を「駅すぱあと for web」のURLで回答します。
※3 平均待ち時間探索のみご利用可能です。ダイヤ探索はご利用いただけません。
※4 フリープランでは「鉄道」と「航空」の情報のみの提供となります。
※5 一部機能はご利用いただけません。
※6 航空路線時刻表、航海路線時刻表のみご利用可能です。鉄道駅時刻表やバス路線時刻表はご利用いただけません。
※7 多言語対応の対応機能は「経路探索」と「駅の情報」です。「鉄道運行情報」は日本語のみとなります。

経路探索や定期代・運賃計算を
法人向けシステムや個人向け
アプリに組み込みたい方

運賃・定期代情報が必要な
社内の小規模システム

開発の方

40種類以上 20種類以上7種類

おすすめポイント

プラン比較

公共交通の経路探索、定期券
を考慮した交通費精算などが
可能

経費精算
旅行、乗換案内
案内AI・ロボット

鉄道の定期券払い戻し計算、
定期券種別の切り替え、定期
代の分割計算など、細かな運
賃の計算・操作が可能

経費精算
旅行、乗換案内

起点の駅から指定した所要時
間・乗換回数内の駅の探索が
可能

不動産・賃貸、求人情
報、ポータルサイト

全国の鉄道の運行情報を取
得・利用可能

ニュース
ポータルサイト
デジタルサイネージ、
案内AI・ロボット

公共交通機関の会社名、路線
名、駅名、駅の緯度経度を取
得・利用可能

経費精算
旅行、乗換案内
ポータルサイト

公共交通の乗り入れ路線、最
寄路線、駅出口情報、福祉施
設情報（エスカレーターなど）
を取得・利用可能

旅行、乗換案内
ポータルサイト
デジタルサイネージ、
案内AI・ロボット

JR・私鉄・地下鉄・路面電車な
ど鉄道全線と一部バス停、航
空、航海の時刻表情報を取
得・利用可能

旅行、乗換案内
ポータルサイト
デジタルサイネージ、
案内AI・ロボット

全国の鉄道網を1枚で表示で
きる路線図を取得・利用可能

旅行、乗換案内
不動産・賃貸、求人情
報、ポータルサイト
デジタルサイネージ、
案内AI・ロボット

オプションで英語、中国語（繁
体・簡体）、韓国語、タイ語の
経路探索も取得・利用可能

ポイント

Tips

「通勤時間30分以内の物件」
などの機能を実装可能

ポイント
鉄道・バスはもちろん空港、港
の情報も利用可能

ポイント

路線図とさまざ
まな情報を組み
合わせできます

ポイント

［スタンダードプラン] https://docs.ekispert.com/v1/

［フリープラン] https://docs.ekispert.com/v1/le/

API Tester

APIのレスポンスを確認できるテスターをご用意しています。ブラウザ上
で気軽にレスポンス内容や必要なパラメータを確認することができます。
［スタンダードプラン] https://docs.ekispert.com/v1/tools/api-tester/

［フリープラン] https://docs.ekispert.com/v1/le/tools/api-tester/

HTML5インターフェースサンプル

HTML・CSS・JSを用いたインターフェースサンプルをWeb上で公開・配布し
ています。コードはすべて流用可能で、各種APIの使い方、組み合わせの学習
や、具体的な動作イメージの確認などに活用いただけます。

有料チャットサポート
スタンダード

［スタンダードプラン] https://github.com/EkispertWebService/GUI/

［フリープラン] https://github.com/EkispertWebService/GUI-LightEdition/

API ステータス

APIのサービス稼働状況を確認・取得できるステータスページを公開して
います。インシデントが発生した際、メールや電話、RSSフィードを利用し
たチャットへの通知を行うことができます。
http://status.api.ekispert.jp/

定期券利用時の運賃計算

駅情報を全件取得する

経路探索結果で「早・安・楽」の判定をしたい

スタンダード for Amazon

駅情報の
マスターデータが
必要な方

フリープラン

オプション提供

オプション提供

※1

法人利用
No.1

さまざまな

経路探索・運賃計算 運賃計算操作 範囲探索 鉄道運行情報 駅・路線・会社情報 駅付加情報 時刻表情報 路線図

定期券払い戻し計算の実装
手順・コツをドキュメントでご
紹介

ポイント

システム

アプリ

WEB

システム

アプリ

WEB アプリ

WEB

AI

アプリ

WEB

AI

アプリ

WEB

AI

アプリ

WEB

AI

システム

アプリ

AI

スタンダード フリー for Amazon スタンダード フリー for Amazon スタンダード フリー

スタンダード for Amazon

API

利用シーン

https://docs.ekispert.com/v1/api/search/course/extreme.html
https://docs.ekispert.com/v1/api/course/repayment.html
https://docs.ekispert.com/v1/tips/calc-repayment-teiki/
https://docs.ekispert.com/v1/api/search/multipleRange.html
https://docs.ekispert.com/v1/api/operationLine/service/rescuenow/information.html
https://docs.ekispert.com/v1/api/station.html
https://docs.ekispert.com/v1/api/station/info.html
https://docs.ekispert.com/v1/api/#%E6%99%82%E5%88%BB%E8%A1%A8
http://rmap.ekispert.jp/production/doc/document.html
https://docs.ekispert.com/v1/tips/fare-calculate-at-using-teiki/
https://docs.ekispert.com/v1/tips/sort-route-by-fast-cheap-easy/
https://docs.ekispert.com/v1/tips/get-all-station/


お客様のシステムやアプリの規模、利用方法などにあわせて、全機能・情報が使える「スタンダードプラン」、
利用料0円の「フリープラン」やリクエスト数消費型の「for Amazon」など、さまざまなサービスプランにてご利用いただけます。
料金・契約体系、アクセス上限などは、プランごとに異なります。

内容

経路探索や定期代・運賃計算を
法人向けシステムや個人向け
アプリに組み込みたい方

運賃・定期代情報が必要な
社内の小規模システム

開発の方

標準プラン リクエスト数消費型プラン無料プラン

おすすめポイント

料金体系

導入事例

スタンダード for Amazon

駅情報の
マスターデータが
必要な方

フリー

Webフォームにて
利用申込

Webフォームにて
お問い合わせ

Amazon SaaSストアで
購入

契約方法

初期費用 0円

0円

なし

初期費用
＋

月額/年額（従量制）
※ラインナップ／コース別の料金テー
ブルをご用意しています。詳しくは
お問い合わせください。

20,000リクエスト～
※ご利用のラインナップ／コースによ
り異なります。詳しくはお問い合わ
せください。

①5,000リクエスト
5,500円

②10,000リクエスト
11,000円

③20,000リクエスト
　22,000円

月額/年額料金

アクセス上限 ①5,000リクエスト
②10,000リクエスト
③20,000リクエスト

※オンプレミスでの利用希望の方には「エンタープライズプラン」をご用意しています。一部機能に制限があります。

法人利用
No.1

プラン

〒166-8565  東京都杉並区高円寺北2-3 -17
TEL：03-5373-3511   URL：https://www.val.co.jp/ フリー スタンダード for Amazon

経路探索・運賃・定期代計算・時刻表のAPI

もっと
手軽に

、もっと
便利に

。

お見積り金額やサービスの仕様など、疑問点・不安点はお気軽にお問い合わせ
ください。メールのみでのやり取りや、オンライン・オフライン問わずあらゆる
形式でご相談承ります。

本利用をご希望の方は、リクエスト数のシミュレーションや費用のお見積りをいたします。
また、オンプレミスでのご利用をご希望の方には「エンタープライズプラン（※一部機能に制限あり）」をご用意しています。
お気軽にお申しつけ、お問い合わせください。

まずはぜひ、90日間無料の評価版にお申し込みください。
評価版お申し込みフォームを送信後、数日中に評価版のアクセスキーをお送りいたします。受け取り次第ご利用いただけます。

フォームから送信するだけでご利用いただけます。
お申し込み受付後、アクセスキーをメールでお送りいたします。受け取り次第
ご利用いただけます。

お問い合わせ

評価版のお申し込み

Amazon SaaSストアでご購入いただけます。
ご購入後、アクセスキーをメールで受け取り次第、ご利用いただけます。

ご利用について

お見積もり・お問い合わせ
［お問い合わせフォーム] https://ekiworld.net/webservice/info/before/index.php

［メール] info@val.co.jp

［お申し込みフォーム] https://ekiworld.net/webservice/info/trial/index.php 

フリープランのお申し込み
https://ekiworld.net/service/sier/webservice/free_provision.html

Amazon SaaSストア
https://www.amazon.co.jp/dp/B07D45HR25

無料（90日間） 初期費用 利用料（月額・年額）

for Amazon

スタンダード

フリー

評価版お申し込み
Step1

お試し・開発・実装
Step2

正式お申し込み
Step3

運用スタート
Step4

契約前から
開発を

進められる！

［製品情報] https://ekiworld.net/service/sier/webservice/

［お問い合わせフォーム]  https://ekiworld.net/webservice/info/before/index.php

［メール] info@val.co.jp

経費精算システム「マネーフォワード クラウド経費」に、「経路検索から交通
費を自動算出する」機能の実装を検討。“開発者視点に立った、きめ細やか
な対応”や、良好な関係構築ができそうだと感じたことから「駅すぱあと
Webサービス」を導入。手厚いサポートもあり、機能リリースまでスムーズ
に進められた。

自社サービスに新たな可能性をもたらすAPI
株式会社マネーフォワード様

求人検索サイト『ジョブチェキ！』のユーザビリティー向上を目指し、「最寄
駅からの所要時間で探す」機能を検討。公共交通機関に特化し、「駅名
データ」への強い信頼もある「駅すぱあとWebサービス」を選択。
機能リリース後、月40万PVほどの利用があり、基幹システム側への機能
追加も実現した。

利便性を高められ、サイト利用数が増加
パーソルテンプスタッフ株式会社様



「駅すぱあとWebサービス」では、一部機能・情報を無料で利用できる「フリープラン」、
全機能・情報を利用できる「スタンダードプラン」など、お客様の開発ニーズ・規模感にあわせたプランをご用意しています。
※オンプレミスでの利用希望の方には「エンタープライズプラン」をご用意しています。一部機能に制限があります。

API Documents

APIの仕様（リクエストパラメータやレスポンス例）や開発に必
要な予備知識・用語集、開発時のヒント・実装例をまとめた
Tipsなどを、Webサイトで公開しています。

「駅すぱあとWebサービス」の開発者がチャットで直接
サポートします。開発初期の疑問やお悩みにリアルタイムで
相談できるため、調査や問い合わせの手間を減らすこと
ができます。
※初期開発時のみ利用可能です。
※回答は営業時間内のみとなります。

「駅すぱあと」Webサービスで、できること。

「駅すぱあと」の機能を、APIで。

学習コスト・開発工数削減を支援するサービスを無料で提供しています。

初期の開発でも
安心のサポート体制

乗換案内・運賃計算をもっと便利に

利用可能API
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駅の情報

付加情報

周辺駅検索
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会社の情報

経路の運賃計算操作

経路探索結果の操作

経路探索結果の生成

時刻表

回数券

路線図

鉄道運行情報

バージョン情報
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駅すぱあと路線図

ツール
　地点生成
　測地系変換
　探索条件生成
　経路情報の更新判定

※2

※4

※4

※4

※4

※3

※5

※5

※6
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※1 Amazon SaaSストアで購入できるリクエスト数消費型のプランです。スタンダードプランと比較して一部機能制限があります。
※2 フリープランの経路探索機能は、検索結果を「駅すぱあと for web」のURLで回答します。
※3 平均待ち時間探索のみご利用可能です。ダイヤ探索はご利用いただけません。
※4 フリープランでは「鉄道」と「航空」の情報のみの提供となります。
※5 一部機能はご利用いただけません。
※6 航空路線時刻表、航海路線時刻表のみご利用可能です。鉄道駅時刻表やバス路線時刻表はご利用いただけません。
※7 多言語対応の対応機能は「経路探索」と「駅の情報」です。「鉄道運行情報」は日本語のみとなります。

経路探索や定期代・運賃計算を
法人向けシステムや個人向け
アプリに組み込みたい方

運賃・定期代情報が必要な
社内の小規模システム

開発の方

40種類以上 20種類以上7種類

おすすめポイント

プラン比較

公共交通の経路探索、定期券
を考慮した交通費精算などが
可能

経費精算
旅行、乗換案内
案内AI・ロボット

鉄道の定期券払い戻し計算、
定期券種別の切り替え、定期
代の分割計算など、細かな運
賃の計算・操作が可能

経費精算
旅行、乗換案内

起点の駅から指定した所要時
間・乗換回数内の駅の探索が
可能

不動産・賃貸、求人情
報、ポータルサイト

全国の鉄道の運行情報を取
得・利用可能

ニュース
ポータルサイト
デジタルサイネージ、
案内AI・ロボット

公共交通機関の会社名、路線
名、駅名、駅の緯度経度を取
得・利用可能

経費精算
旅行、乗換案内
ポータルサイト

公共交通の乗り入れ路線、最
寄路線、駅出口情報、福祉施
設情報（エスカレーターなど）
を取得・利用可能

旅行、乗換案内
ポータルサイト
デジタルサイネージ、
案内AI・ロボット

JR・私鉄・地下鉄・路面電車な
ど鉄道全線と一部バス停、航
空、航海の時刻表情報を取
得・利用可能

旅行、乗換案内
ポータルサイト
デジタルサイネージ、
案内AI・ロボット

全国の鉄道網を1枚で表示で
きる路線図を取得・利用可能

旅行、乗換案内
不動産・賃貸、求人情
報、ポータルサイト
デジタルサイネージ、
案内AI・ロボット

オプションで英語、中国語（繁
体・簡体）、韓国語、タイ語の
経路探索も取得・利用可能

ポイント

Tips

「通勤時間30分以内の物件」
などの機能を実装可能

ポイント
鉄道・バスはもちろん空港、港
の情報も利用可能

ポイント

路線図とさまざ
まな情報を組み
合わせできます

ポイント

［スタンダードプラン] https://docs.ekispert.com/v1/

［フリープラン] https://docs.ekispert.com/v1/le/

API Tester

APIのレスポンスを確認できるテスターをご用意しています。ブラウザ上
で気軽にレスポンス内容や必要なパラメータを確認することができます。
［スタンダードプラン] https://docs.ekispert.com/v1/tools/api-tester/

［フリープラン] https://docs.ekispert.com/v1/le/tools/api-tester/

HTML5インターフェースサンプル

HTML・CSS・JSを用いたインターフェースサンプルをWeb上で公開・配布し
ています。コードはすべて流用可能で、各種APIの使い方、組み合わせの学習
や、具体的な動作イメージの確認などに活用いただけます。

有料チャットサポート
スタンダード

［スタンダードプラン] https://github.com/EkispertWebService/GUI/

［フリープラン] https://github.com/EkispertWebService/GUI-LightEdition/

API ステータス

APIのサービス稼働状況を確認・取得できるステータスページを公開して
います。インシデントが発生した際、メールや電話、RSSフィードを利用し
たチャットへの通知を行うことができます。
http://status.api.ekispert.jp/

定期券利用時の運賃計算

駅情報を全件取得する

経路探索結果で「早・安・楽」の判定をしたい

スタンダード for Amazon

駅情報の
マスターデータが
必要な方

フリープラン

オプション提供

オプション提供
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No.1

さまざまな

経路探索・運賃計算 運賃計算操作 範囲探索 鉄道運行情報 駅・路線・会社情報 駅付加情報 時刻表情報 路線図

定期券払い戻し計算の実装
手順・コツをドキュメントでご
紹介
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https://docs.ekispert.com/v1/api/search/multipleRange.html
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「駅すぱあとWebサービス」では、一部機能・情報を無料で利用できる「フリープラン」、
全機能・情報を利用できる「スタンダードプラン」など、お客様の開発ニーズ・規模感にあわせたプランをご用意しています。
※オンプレミスでの利用希望の方には「エンタープライズプラン」をご用意しています。一部機能に制限があります。

API Documents

APIの仕様（リクエストパラメータやレスポンス例）や開発に必
要な予備知識・用語集、開発時のヒント・実装例をまとめた
Tipsなどを、Webサイトで公開しています。

「駅すぱあとWebサービス」の開発者がチャットで直接
サポートします。開発初期の疑問やお悩みにリアルタイムで
相談できるため、調査や問い合わせの手間を減らすこと
ができます。
※初期開発時のみ利用可能です。
※回答は営業時間内のみとなります。

「駅すぱあと」Webサービスで、できること。

「駅すぱあと」の機能を、APIで。

学習コスト・開発工数削減を支援するサービスを無料で提供しています。

初期の開発でも
安心のサポート体制

乗換案内・運賃計算をもっと便利に

利用可能API
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お客様のシステムやアプリの規模、利用方法などにあわせて、全機能・情報が使える「スタンダードプラン」、
利用料0円の「フリープラン」やリクエスト数消費型の「for Amazon」など、さまざまなサービスプランにてご利用いただけます。
料金・契約体系、アクセス上限などは、プランごとに異なります。

内容

経路探索や定期代・運賃計算を
法人向けシステムや個人向け
アプリに組み込みたい方

運賃・定期代情報が必要な
社内の小規模システム

開発の方

標準プラン リクエスト数消費型プラン無料プラン

おすすめポイント

料金体系

導入事例

スタンダード for Amazon

駅情報の
マスターデータが
必要な方

フリー

Webフォームにて
利用申込

Webフォームにて
お問い合わせ

Amazon SaaSストアで
購入

契約方法

初期費用 0円

0円

なし

初期費用
＋

月額/年額（従量制）
※ラインナップ／コース別の料金テー
ブルをご用意しています。詳しくは
お問い合わせください。

20,000リクエスト～
※ご利用のラインナップ／コースによ
り異なります。詳しくはお問い合わ
せください。

①5,000リクエスト
5,500円

②10,000リクエスト
11,000円

③20,000リクエスト
　22,000円

月額/年額料金

アクセス上限 ①5,000リクエスト
②10,000リクエスト
③20,000リクエスト

※オンプレミスでの利用希望の方には「エンタープライズプラン」をご用意しています。一部機能に制限があります。

法人利用
No.1

プラン

〒166-8565  東京都杉並区高円寺北2-3 -17
TEL：03-5373-3511   URL：https://www.val.co.jp/ フリー スタンダード for Amazon

経路探索・運賃・定期代計算・時刻表のAPI

もっと
手軽に

、もっと
便利に

。

お見積り金額やサービスの仕様など、疑問点・不安点はお気軽にお問い合わせ
ください。メールのみでのやり取りや、オンライン・オフライン問わずあらゆる
形式でご相談承ります。

本利用をご希望の方は、リクエスト数のシミュレーションや費用のお見積りをいたします。
また、オンプレミスでのご利用をご希望の方には「エンタープライズプラン（※一部機能に制限あり）」をご用意しています。
お気軽にお申しつけ、お問い合わせください。

まずはぜひ、90日間無料の評価版にお申し込みください。
評価版お申し込みフォームを送信後、数日中に評価版のアクセスキーをお送りいたします。受け取り次第ご利用いただけます。

フォームから送信するだけでご利用いただけます。
お申し込み受付後、アクセスキーをメールでお送りいたします。受け取り次第
ご利用いただけます。

お問い合わせ

評価版のお申し込み

Amazon SaaSストアでご購入いただけます。
ご購入後、アクセスキーをメールで受け取り次第、ご利用いただけます。

ご利用について

お見積もり・お問い合わせ
［お問い合わせフォーム] https://ekiworld.net/webservice/info/before/index.php

［メール] info@val.co.jp

［お申し込みフォーム] https://ekiworld.net/webservice/info/trial/index.php 

フリープランのお申し込み
https://ekiworld.net/service/sier/webservice/free_provision.html

Amazon SaaSストア
https://www.amazon.co.jp/dp/B07D45HR25

無料（90日間） 初期費用 利用料（月額・年額）

for Amazon

スタンダード

フリー

評価版お申し込み
Step1

お試し・開発・実装
Step2

正式お申し込み
Step3

運用スタート
Step4

契約前から
開発を

進められる！

［製品情報] https://ekiworld.net/service/sier/webservice/

［お問い合わせフォーム]  https://ekiworld.net/webservice/info/before/index.php

［メール] info@val.co.jp

経費精算システム「マネーフォワード クラウド経費」に、「経路検索から交通
費を自動算出する」機能の実装を検討。“開発者視点に立った、きめ細やか
な対応”や、良好な関係構築ができそうだと感じたことから「駅すぱあと
Webサービス」を導入。手厚いサポートもあり、機能リリースまでスムーズ
に進められた。

自社サービスに新たな可能性をもたらすAPI
株式会社マネーフォワード様

求人検索サイト『ジョブチェキ！』のユーザビリティー向上を目指し、「最寄
駅からの所要時間で探す」機能を検討。公共交通機関に特化し、「駅名
データ」への強い信頼もある「駅すぱあとWebサービス」を選択。
機能リリース後、月40万PVほどの利用があり、基幹システム側への機能
追加も実現した。

利便性を高められ、サイト利用数が増加
パーソルテンプスタッフ株式会社様
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