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防災クラウド

担当者：アールシーソリューション株式会社
関根、鈴木、山西

メールアドレス： sales-planning＠rcsc.co.jp
電話番号： 03-5386-6571
URL： https://www.rcsc.co.jp/bousai-cloud

API提供サービスの概要

防災クラウドとは
地震や津波などの災害情報を多言語で
配信するサービス・システムです。

①多言語に対応しインバウンド需要に応える！
日本語の他に英語・中国語(簡体字/繁体字)・
韓国語で配信できます。

②簡単に情報を取得できる！
災害情報を簡単に取得できる Web API をご提供
します。

③警報や速報を自動でお知らせ！

プッシュ通知で警報や速報を自動配信することも
可能です。

主なサービス提供価格

担当者までお問い合わせください。

連絡先

https://www.rcsc.co.jp/bousai-cloud


ウェザーマップ（気象データ提供サービス）

担当者： ウェザーマップ 山谷(やまや)
電話番号： 03-3224-1785
URL： https://www.weathermap.co.jp/

弊社HPお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

サービスの概要

「気象実績データ」と「ピンポイント予報」があります。

（１）気象実績データ

地上気象観測、雨雲レーダー、気象衛星データ等
の観測データ等からウェザーマップ独自のアルゴリ
ズムで「どんな天候だったか？」を解析したデータで
す。

（２）ピンポイント予報
全国各地のピンポイントの天気予報データです。

実績データで自社データと気象との関連を探り、そ
の結果をもとにして、自社データの予測のために天
気予報データをお役立ていただけます。

主なサービス提供価格

1サービス当たりの料金です（別途初期費用が発生します）

○気象実績データ 50,000円/50地点/月～

○ピンポイント天気予報 50,000円/50地点/月～

※詳細は担当者までお問い合わせください。

連絡先

時間間隔 要素

気象実績データ

1時間ごと 気温、降水量、風、湿度、天気

3時間ごと 気温、降水量、風、湿度、天気

1日ごと 最高・最低気温、降水量、風、湿度、天気

ピンポイント天気予報

1時間ごと
72時間後まで

気温、降水量、風、湿度、天気

3時間ごと
72時間後まで

気温、降水量、風、湿度、天気

1日ごと
10日後まで

最高、最低気温、降水確率、天気

データの概要

定期的に
Https Get

ご契約の地点分を
1ファイル(時間間隔別)に格納
CSV,JSON,XML形式（データ仕様相談可能）

事前に通知いただくIPアドレスからのみアクセス可

弊社 御社

データ提供方法の概要

https://www.weathermap.co.jp/


気象オンラインサービス

ESRIジャパン(株)
メールアドレス： gisinfo＠esrij.com
電話番号： 03-3222-3941
URL： https://www.esrij.com/

API提供サービスの概要

○気象オンラインサービスについて
気象庁が配信する気象情報を ArcGIS プラットフォームで利用可能
な形式で配信するサービスです

○提供情報
・降水ナウキャスト （5分） *観測時から5分単位に1時間先までの情報を提供

・土砂災害警戒判定メッシュ

○サービスの特徴
・データ変換を行うことなく、自身が保有するビジネスデータと気象
情報の重ね合わせが可能です
・付加価値コンテンツとして、各国のデータプロバイダーやESRI社が
オンライン提供する様々な GIS データを利用できます
・同様の仕組みをオンプレミス環境で構築することも可能です

・スタンドアロン環境でデータ変換が可能な「気象データ変換ツー
ル」も利用できます

〇提供形式
・ArcGIS Online組織サイト間のグループ共有
・ArcGIS REST API

主なサービス提供価格

○ArcGIS Desktop １ライセンス 390,000円～

〇ArcGIS Online 価格はお問合せください

詳細は弊社までお問い合わせください。

連絡先

土砂災害警戒判定メッシュ

降水ナウキャスト

https://www.esrij.com/s/weather-data

※保守有効な ArcGIS Desktopには、本サービスを利用可能な ArcGIS Online 
のライセンスが付属いたします。

組織が保有するデータとの統合

直近の降水強度
予測を知る

土砂災害の危険度が
高いエリアを知る

保有データと
組合わせた意思決定に

https://www.esrij.com/
https://www.esrij.com/s/weather-data
https://www.esrij.com/s/weather-data


主なサービス提供価格

月額 540 円～ ご提供。

※詳細は担当者までお気軽にお問い合わせください。

この他にも、ユーザー様のリクエスト数や利用用途に
合わせてプランをご用意致します。

高精度気象API Lifesocket（ライフソケット）

担当者：株式会社エムティーアイ（気象業務許可第206号取得）
Lifesocket サポート担当（清島）

メールアドレス：life-socket.support@mti.co.jp

電話番号： 03-5333-6039

URL：https://lab.life-socket.jp/

API提供サービスの概要

○全国市区町村指定、又は緯度経度指定で
気温や風向/風速などをはじめとする様々な
気象情報をご利用いただけます。

連絡先

○気象情報のご相談や、カスタマイズ提供等、
ユーザー様毎に柔軟に対応します。

分類 API情報

天気予報取得API
日別_天気予報

1時間毎_天気予報

生活指数取得情報API

傘指数

洗濯指数

体感ストレス指数

お肌指数

スギヒノキ花粉飛散指数

紫外線指数

●ご提供データ（一部抜粋）

その他のご提供データは、ホームページでご確認頂けます。

サービス連携イメージ



API提供サービスの概要

 気象・天気予報関連データをAPIで安価にご利用可能なサービスです。

主なサービス提供価格

○最低月額利用料金税抜 3,000円/月から

APIリクエスト単位（1pt=1円）の従量課金制

お問い合わせ

 初期費用不要
 使った分だけの従量課金
（月額最低料金3,000円から

1円単位の課金）
 無料トライアル1か月あり

 ピンポイント地点の気象予報
データのみをご利用可能

 利用しやすい形式（REST / 
JSON）に加工済み

 データソースは気象庁（気象業
務支援センター）だから安心の
予報精度！

 特長

 サービスラインナップ

 気象予報データ配信

• 指定した地点（緯度・経度）を含
む5kmメッシュの気象予報データ
を配信

• 1時間ごとの気象予報データ（気温、
湿度、雨量等）を配信

 天気予報データ配信

• 指定した地点（緯度・経度）を
含む予報区域の天気予報
データを配信

• 3時間ごとの天気予報、降水
確率などのデータを配信

 その他配信中のデータ
・ 週間天気予報データ
・ 暑さ指数予測データ
・ リアルタイム地上気象観測データ
・ プロフェッショナル版気象・天気予報データ
・ 過去気象予報データ

 今後配信予定のデータ
・ 降水短時間予報データ（ゲリラ豪雨）
・ 雷予報データ
・ 注意報・警報
・ 地域のイベント情報（花火大会・コンサート等）

担当者： IoTプラットフォーム営業課・長田
メールアドレス： iot-m@kccs.co.jp
電話番号： 03-5765-1524
URL： https://www.energy-cloud.jp/

●記載の製品・サービス名ならびに会社名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。●製品・サービスの仕様などは予告なく変更させていただく場合があります。●KCCSは京セラコミュニケーションシステム株式会社の略称です。

© KYOCERA Communication Systems Co., Ltd.

https://www.energy-cloud.jp/


WAVE HUNTER

担当者：株式会社サーフレジェンド
メールアドレス: kaiyokiho@surflegend.co.jp

電話番号： 0466-35-7955
URL： http://www.wavehunter.biz/

API提供サービスの概要

主なサービス提供価格

簡単で・安く・早く・精度の高い波浪実況解析・予測システム
・・・理的、時間的および経済的に限界のある波浪の現況把握と予測につい
て、独自に研究した、簡単で・安く・早く・精度の高い波浪実況解析・
予測システムによって解決いたします。

リアルタイム波浪実況解析

・・・当社独自の技術により推算した、理想的で実用的なリアルタイム波浪情報
を提供致します。波浪計による観測データの代替えとしてご利用ください。

すぐに使える、天気予報・気象情報API

・・・リアルタイム波浪実況解析・予測、沿岸波浪予測、天気予報、注意報警報
などのあらゆる気象情報を技術面、費用面において簡単かつすぐに扱えるよ
う、APIを提供しています。

各種気象データ提供
・・・気象業務支援センターが提供する各種気象データのRAWデータ、および
弊社で計算している独自の波浪解析、波浪予測、風予測などのRAWデータを
そのまま提供させていただくサービスです。

調査・研究・開発の支援

・・・実況解析データのアーカイブ提供や、アセスメント・調査、追算シミュレー
ション、危機管理システムの構築支援なども行っています。貴社の研究開発に
お役立てください。

○独自解析気象データ5～20万円/月～

○気象庁系気象データ1.5万円/月～

※詳細は担当者までお問い合わせください。

連絡先

http://www.wavehunter.biz/


APIデータ提供サービス

担当者：(株)サニースポット 川田
メールアドレス： kawata＠sunny-spot.net
電話番号： 045-227-6055
URL： https://www.sunny-spot.net/

API提供サービスの概要

○Web API で気象・防災データを提
供いたします。

ご提供可能データ
きょう・あす・週間の予報(天気・気温・
降水確率等)、防災情報(注意報・警
報・特別警報)をJSON形式でご提供し
ます。有料サービスです。

その他のデータや料金については、
お気軽にお問い合わせください。

主なサービス提供価格

<<月額料金例>> 基本料金+使用料金

○基本料： 2万/月

○使用料： 1万リクエストにつき（300円） /月

※詳細は担当者までお問い合わせください。

連絡先

{    "title": "府県天気予報",
"EditDateTime": "2018/09/04 16:40:19",
"type": "11時発表",
"location": {

"0101": {
"editorial_Office": "網走地方気象台",
"weather_location": "網走・北見・紋別地方/網走地方",
"temp_location": "網走",
"location_lat": "44.02",
"location_lon": "144.28",
"forecast": {

"forecast1": {
"date": "2018/09/04",
"weather_no": "111",
"weather_str_short": "晴れ後曇り",
"weather_str_long": "晴れ夕方からくもり所により昼過ぎから雨",
"wind": "南の風 やや強く 海上 では 南東の風 強く",
"wave": "1.5 ｍ後2.5 ｍ",
"tmp_min": "",
"tmp_max": "23 ℃",
"pop_18_24": "“

：

データ例（きょう・あすの天気）

https://www.xxxx.html/


天気情報 IoT クラウド API

担当者： （株）島津ビジネスシステムズ 有本・奥山
メールアドレス： w-sales＠sbs.shimadzu.co.jp
電話番号： 075-823-2684
URL：https://tenki.shimadzu.co.jp/api/

API提供サービスの概要

○ＡＩ天気解説
AIによるピンポイントの天気と雨予想のテキストを

取得するAPIです。IoTデバイスによる音声読み上げ
やブログパーツとしてご使用いただけます。

○降水予測情報
この先、指定した地点でどれだけの雨が降るかを
取得するAPIです。お出かけ情報、アウトドアのイベ
ント等でご利用いただけます。

○雷予測情報
この先の落雷危険度を５段階で表すAPIです。ゴ

ルフや釣り、アウトドアのイベント等でご利用いただ
けます。

他にも、降水観測情報、雷観測情報、体感寒さ指数
などを提供しています。

主なサービス提供価格

○ＡＩ天気解説 月基本３万円＋１コール０．３円

○降水・雷・体感 月基本１万円＋１コール０．３円

※詳細は担当者までお問い合わせください。

連絡先

企業ロゴ

現在気温マイナス
3℃。いまはまだ雪
は降っていませんが、
まもなく吹雪となる

でしょう。

現在気温12℃。
雨がしばらく降り続
くでしょう。時折
ザーザーと降ること
があるでしょう

IoTデバイス

AI天気解説API

位置情報 天気予報テキスト

https://tenki.shimadzu.co.jp/api/


気象データ配信サービス

担当者 ： 日本気象株式会社 東京オフィス 平尾
メールアドレス： nk-market＠n-kishou.co.jp
電話番号 ： 03-5786-3312
URL ： https://n-kishou.com

API提供サービスの概要

日本気象が独自に作成する詳細な市区町村天気や紫外線、花
粉飛散予測、桜開花満開予測などの生活健康情報、また、気
象庁が緊急に発表する地震や台風進路・気象警報注意報など
の防災情報のデータ配信及びダウンロードサービスです。

＜提供データ紹介＞

主なサービス提供価格

高解像度気象予報、気象庁防災XML等

月額30,000円～

※詳細は担当者までお問い合わせください。

連絡先

気象情報イメージ

防災情報

気象注意報・警報・特別警報

台風情報

地震情報

津波情報

土砂災害警戒情報

指定河川洪水予報

竜巻注意情報

火山情報

降水レーダー

降水短時間予報

高解像度降水ナウキャスト

雷ナウキャスト

竜巻発生確度ナウキャスト

天気予報データ

今日明日天気

週間天気

10日間天気

虹予報

環境エネルギー

日射量予報

週間日射量予報

生活健康予報

紫外線予報

花粉飛散予報

インフルエンザ予報

桜開花満開予測情報

※気象データは他にも提供しています

https://n-kishou.com/


天気予報API

担当： 天気予報APIサービス事務局
URL： https://tenkiapi.jp/
※上記サイト「お問い合わせフォーム」より
お問い合わせください

API提供サービスの概要

〇「天気予報APIサービス」は、天気

予報のほか、花粉情報や紫外線情
報等の様々な指数情報など計21種
類のAPI を提供するサービスです。

〇スマートフォンアプリ、Webサイト、
デジタルサイネージ、IoTやAIの分

野等で、天気予報や花粉、紫外線
情報などを組み込み、キャラクター
や他の情報と組合せたコンテンツと
して活用することができます。

主なサービス提供価格

○基本プラン
初期費用 10万円
月額費用 3万円（100万/月リクエスト未満）～

○上記以外の各種オプション情報 月額2万円～

※詳細は左記連絡先までお問い合わせください。

連絡先

企業ロゴ

APIサービスのイメージ図

https://tenkiapi.jp/
http://tenkiapi.jp/index.html
http://tenkiapi.jp/weatherinfo.html


メッシュ農業気象データ提供システム

担当者：農研機構農業環境変動研究センター
企画連携室

電話番号： 029-838-8191

API提供サービスの概要

主なサービス提供価格

○無料。ただし、研究・開発・教育・試用目的のみの提
供です。

利用条件等、詳細をホームページでご確認ください。

https://amu.rd.naro.go.jp/

連絡先

○約1㎞メッシュを単位として日本全国を網羅
する、日別気象値のデータセットです。

○1980年(一部2008年)1月1日から現在の1年
後の12月31日までの期間が利用可能です。

○アメダス観測、数値予報、1か月予

報、平年値がシームレスに接続され
ているので便利です。

○農業に重要な13の気象要素を提供

します。湿度や大気放射量などが
含まれます。

○OPeNDAPを利用した広義のAPI 
サービスです。

https://amu.rd.naro.go.jp/


オリジナル気象システム 「HalexDream!」

API提供サービスの概要

主なサービス提供価格連絡先

ASPIC IoT・AI・クラウドアワード2018

総務大臣賞 受賞！

DreamAPI ５つの強み ★★★★★

★ パラメーターは緯度経度のみ！

★ 1kmメッシュ に該当するデータを時系列で取得可能！

★ 降水メッシュ画像 も PNG形式で取得可能！

★ お客様の用途に応じ 15種類のAPIから選び放題！

★ 予測データに加え 「過去データ」も取得可能！DreamAPI を含む HalexDream!

特許取得済！

担当者 ビジネスソリューション事業部 井原さえ子

メールアドレス ihara@halex.co.jp

電話番号 (03) 5420-4313

URL https://www.halex.co.jp/

DreamAPI 基本利用料 月額 30,000円 ～

※ご提供情報および料金等の詳細は
ぜひ、担当者までお問い合わせください。

「気象情報を活用したお客様の課題解決」

累計提供実績は 100案件超！

お客様に一番喜んでいただくのはその“扱いやすさ”
当社HP内 体験コーナーにて 是非そのレスポンスの速さをご実感下さい！

降水予測データは
1時間先まで5分毎で提供！

https://3.bp.blogspot.com/-cMmrfex4bP4/U2LuuNtym6I/AAAAAAAAfvs/rE_gMPht0O8/s800/map_pin.png


気象データAPI

担当者
メールアドレス
電話番号
URL

API提供サービスの概要

入手および解析・加工が難しい気象データを手軽に利用できます。従量制
のため手ごろな費用で始められ、他にはないオリジナルの情報と気象会社
ならではのサポートが特長です。本サービスを活用した開発も行っています。

○提供形式
JSON、JSONP形式で提供します。緯度・経度指定でピンポイントの天気
予報や弊社独自の雷データを取得可能です。

○オリジナル情報
気象庁発表のデータだけではなく、全国雷観測ネットワーク「JLDN」による
高精度な雷情報、JLDN観測データをもとにした雷予測情報、独自のピン
ポイント天気予報や指数情報をご提供します。

○提供データ
1）雷 JLDN雷観測データ
2）雷予測 発雷確率、雷発生解析、雷移動解析
3）予測 1㎞メッシュ天気予報
4）指数 紫外線指数、洗濯指数、不快指数
5）気象庁データ 推計気象、解析雨量、降水レーダー、週間天気

主なサービス提供価格

○月額料金 5,000円/月～

※基本料5,000円/月～＋データ従量課金（例：雷⇒0.22 ［円/1リクエスト］）

○初期登録料 10,000円

※詳細は担当者までお問い合わせください。

連絡先

https://www.franklinjapan.jp/service/lightning/dataapi/

アプリやWEBサイト、
データの収集など、自由
にご利用いただけます。

：株式会社フランクリン・ジャパン
：info＠fjc.co.jp
：042-775-5656
：https://www.franklinjapan.jp/corp_form/

https://www.franklinjapan.jp/service/lightning/dataapi/
https://www.franklinjapan.jp/service/lightning/dataapi/
https://www.franklinjapan.jp/corp_form/


YuMake気象情報API

担当者：YuMake (ユメイク) 合同会社 佐藤
メールアドレス： y-info＠yumake.jp
電話番号： 050-5586-2046
URL： https://www.yumake.jp

API提供サービスの概要

○天気予報・観測情報・防災情報など、気象に関す
る様々な情報をAPIで取得いただくことができます。
・今日明日、週間、時系列天気予報、日射量予測
・推計気象分布、日の出日の入り・潮汐
・降水、雷、竜巻発生確度ナウキャスト
・注意報警報、地震、土砂災害警戒情報 ほか

○特色
・使いやすいjson / jsonp形式でのデータ取得
・商用利用可能
・選べる2種類の料金プラン
・ご利用用途に応じたAPIの種類、活用のご提案
※現在メニューにないAPIも開発可能です
※価格については、利用用途等によりご相談に乗ること

が可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

主なサービス提供価格

○今日明日天気予報API 2,000円（税抜）/月～
○推計気象分布API 4,500円（税抜） /月～
◯日射量予測API 8,000円（税抜） /月〜

※リクエスト数に応じた料金体系になります。
※詳細は担当者までお問い合わせください。

連絡先

YuMake
気象情報API

スマホ
アプリ Web

サイト AI
機械学習

IoT
業務

システム

リクエスト
データ取得

様々な分野で活用


