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令和 ４年 ８月 ７日 

 

関 係 各 位 

 

浜名湖競艇企業団 

鈴 木 利 享 

 

ボートレース浜名湖中央スタンド１階飲食販売出店者募集についての質疑に対し、以下のとおり回答します。 

 

記 

 

 質 問 内 容 回 答 

１ 

現在レース開催中に、中央スタンド１階で屋台出店の飲食販売を行

っていると思いますが、今回募集する２店舗がオープンしたあとはど

うなりますか。 

現在は賑わいの創出や来場者への食サービス提供として屋台出店

企画を実施しています。オープン後は新店舗の売上を優先します

が、１年に数回の大きなレースと GW・盆・正月、女子レース等来場者

を多く見込むレースやタレントショー等イベントを実施する土日等に屋

台出店企画を今後も検討していきます。 

２ 
他の事業者とグループを組んで応募し、時期によって違う店舗が出

店するという提案は可能でしょうか。 

可能です。 

ただし、開催時期やレースのグレードによって入場者数が大きく変動

するため、どの時期に出店するかによって各事業者の売上に差が出

ると考えられます。内部での調整や企業団との協議等、円滑に運営

できるよう、必ず代表者を１者選任していただきます。 

また、グループで応募する場合、提出書類は要領内、「５ 応募の申



込（２）」に記載の②、③、⑥～⑩を全事業者分ご提出ください。 

なお、出店者に決定した場合は、グループの銀行口座も新たに設け

ていただきます。 

３ 
ひとつの事業者が売店１、２の両方に応募することは可能でしょう

か。 

可能です。 

ただし、企画提案書（様式７）は売店ごとに作成し提出してください。

第２次評価に進んだ場合のプレゼンテーション方法等については、

個別にお知らせさせていただきます。 

４ 
リースラインに防火区画やサッシなどの扉関係の施工はされます

か。無い場合、保健所・防犯対策の方法を御教示ください。 

正面側は防火防煙シャッター（管理シャッター兼用）を施工します。 

また、店舗内の各扉は鋼製扉となります。 

５ 
上記有無は別として、リースラインからの離隔は必要でしょうか。 

必要の場合㎜にて指示を御願いします。 

出店者決定後に浜名湖競艇企業団（以下「企業団」）指定の設計業

者を含め協議とします。 

６ 
天井が低い為、下がり壁にサイン下地板と正面発光（チャンネル）の

サインを設置する事は可能でしょうか。 

天井は上げる予定です。サインの設置場所は出店者決定後に企業

団指定の設計業者を含め協議とします。 

７ 上記電源は、配線取り出し位置は指定可能でしょうか。 出店者決定後に企業団指定の設計業者を含め協議とします。 

８ 
設備容量表でエアコンは容量で表記されていますが、ＰＡＣ方式・Ｆ

ＣＵ方式・エアーハンドリングユニット方式のどちらでしょうか。 
EHP個別空調方式です。 

９ 

店内仕上げは衛生環境を保つ仕様と認識しますが、指定する事は

可能でしょうか。 

良い場合、公募提案書図面の提示は必要でしょうか。 

指定することはできません。 

企業団が設計業者と協議の上、決定します。 

10 各種メーターや計量の方式、設置位置を御教示ください。 

要領内、「６ 経費の負担（２）③」に記載のとおり、企業団が計測し出

店者に請求いたします。 

また、設置位置は現在作成中です。 

出店者決定後に企業団指定の設計業者を含め協議とします。 

11 
グリーストラップは床置き型で表記されていますが、床埋め型に変更

は可能でしょうか。 

要領内、「14 提示資料（3）」に記載のとおり、売店１については床埋

め型、売店２については床置き浅型となります。変更はできません。 

12 給湯は館内共有でしょうか。店内給湯器でしょうか。 店内給湯となります。 



店内の場合、電気式かＧＡＳ式か御教示ください。 売店１はガス、電気、売店２は電気のみ使用可能です。 

13 給水設備・給湯設備の末端はＧＶで認識して宜しいでしょうか。 
給水設備はゲートバルブです。 

なお、給湯設備はありません。 

14 
棚や厨房機材などの壁補強・天井補強は御社で御用意頂けるので

しょうか。※下地になる為。 

原則工程内において企業団の施工区分とします。詳細は出店者決

定後に企業団指定の設計業者を含め協議とします。 

15 
建築法規からテナントに対する、火気使用の制限・内装制限を御教

示ください。 

火気は売店１のみ使用可能です。内装制限は出店者決定後に企業

団指定の設計業者を含め協議とします。 

16 
設計クライテリア・施工指針書などの内装工事規制・搬入規制等は

有りますか。 

現在作成中です。 

出店者決定後に企業団指定の設計業者を含め協議とします。 

17 その他デザイン規制等はありますか。 
現在作成中です。 

出店者決定後に企業団指定の設計業者を含め協議とします。 

18 
通信設備に関して、光回線×２回線が必要です。 

御用意可能でしょうか。 

MDF 主配線盤（端子盤）から店舗内までの空配管まで整備いたしま

すので、その他は出店者にて工事・お手続きをお願いいたします。  

19 
「アルコール（ビール）の提供は検討中」とありますが、店内でのアル

コール販売出来る前提で売り上げ試算を立てたいです。 

現状売店でアルコールを販売することはできません。アルコールを販

売する場合は売店付近に臨時屋台として出店する必要がありますの

で、試算は臨時屋台の人件費等を含めてください。 

20 
現在、屋台が出ていますが、こちらは常時出店されるものでしょう

か。 

現在出店している屋台は企業団主催のイベントであり、常時出店はし

ておりません。 

21 

企業団主催のイベントの頻度はどの程度ありますか。 

内容については年間で計画されているものがありますか。 

開催場所はどこですか。 

主に、SG・GⅠ等のグレードレースやGW・お盆・年末年始及び女子レ

ース等繫忙レースや一般戦の土曜日及び日曜日に中央スタンド１階

アトリウムエリアやサンホールで実施しております。スケジュールや詳

細については、ボートレース浜名湖ホームページにあります「イベン

ト・ファンサービス」からご確認ください。 

22 
他レストラン区画は改装予定がありますか。 

ある場合、具体的な時期をご教示頂く事は可能ですか。 
計画中ですが、時期は未定です。 

23 ボートレース内の喫煙の取り扱いについて今後変更の予定はありま 現状は指定の喫煙ボックス内のみ喫煙可能です。変更の予定はあり



すか。 ません。 

24 
レース場全体の想定しているフード単価はありますか。 

また、それに準じたメニュー開発が必要ですか。 

企業団から指定する価格やメニューはありませんが、募集区画はファ

ミリー層や若年層が多いエリアになるため、その点を考慮した価格や

メニューの検討をお願いいたします。 

25 
若年層の取り込みについて、現状の「年代別」来館者数と、中期的

な目標はありますか。 

年代別来場者数データはありません。 

また、企業団は「お客様に愛されるボートレース場」を目指し、モーヴ

ィ浜名湖のオープンやイベント等各種施策に継続して取り組んでいる

ところです。 

26 
販売する商品は、「事前に企業団から承認を受ける」とあるが、メニュ

ー変更の都度承認申請をするという事で間違いないですか。 
ご質問のとおりです。 

27 

今後の他業者の屋台等出店について 

a.出品する品目、価格に指定はありますか。 

ｂ.出店者はどのように決定されますか。 

a.イベントの企画内容によります。 

ｂ.場内出店者にも屋台出店のお声かけいたしますが、出店が難しい

場合は企画担当課で他者から選定いたします。 

28 
直近３年間の日別売上、日別来客数、イベントカレンダーのデータ

共有はしていただけますか。 

要望があれば出店者決定後にボートレース浜名湖のデータを共有い

たします。 

29 過去の屋台出店状況の売上データ（客数、客単価）はありますか。 他者の経営情報になるため、公表は控えさせていただきます。 

30 
商品の搬出入についての制限はありますか。 

※時間帯、開催日のみ対応等 

要領内、「７ 使用条件等（２）」に記載のとおり、出店者決定後に協議

とします。 

31 スワッキーを使用したメニューを作成することは可能ですか。 可能です。 

32 商品価格、商品の決まり、縛りはありますか。 
価格等の指定はありませんが、要領内、「７ 使用条件等（５）」に記載

のとおり、企業団の承認が必要となります。 

33 
店舗 SNS作成に伴う注意事項はありますか。 

インスタ・公式 LINEアカウントを想定 

お客様のご了承をいただける場合を除き、お客様の顔が映った写真

の投稿はお控えください。また、レースタイトルやレースビジュアルが

映った写真の投稿は企業団の承認が必要となります。 

34 店舗区画内に防犯カメラの設置は可能ですか。 
可能です。 

ただし、出店者負担とします。 



35 

ボートレース開催日に特別な理由があり、休業しないといけない場

合は相談可能ですか。 

また、休業した際のペナルティはありますか。 

可能です。 

ただし、要領内「１ 募集内容（４）」に記載のとおり、営業ができなくな

った場合の補償はいたしません。 

また、原則ペナルティはありませんが出店者の都合で休業した場合

の使用料は協議とします。 

36 
売店 1、2の間の休憩コーナーにはテーブル、椅子の設置予定はあ

りますか。また、飲食可能ですか。 

飲食可能な休憩スペースとして改修し、テーブル、椅子を設置予定

です。 

37 募集区画近くに、ゴミ箱設置はありますか。 

休憩スペースに、ゴミ箱、飲み残し回収ボックスを設置予定です。 

ただし、麺類やスープ類を提供する場合は、汁等の回収方法等を提

案してください。 

38 
瓶、缶の販売は禁止となってますが、コップに移しての提供は可能

ですか。 

要領内「７ 仕様条件等（５）」に記載のとおり、瓶や缶の販売は禁止で

す。販売する場合は紙コップ等に移して提供してください。 

39 お客様提供用の資材に決まりはありますか。 
企業団からの指定はありません。出店後にお客様よりご指摘やご要

望があった場合は共有いたします。 

40 販売価格の消費税率は一律 10％でしょうか。 関係省庁にてご確認ください。 

41 有料席とのドリンク券のようなサービスはありますか。 現状考えていません。 

42 
非開催日に店舗区画に入ることは可能でしょうか。 

開催日前日に納品、準備を想定しています。 
可能です。 

43 工事中の搬入の規制はありますか。 
企業団の工事を優先させていただきますが、出店者決定後に協議と

します。 

44 
官公庁への各種申請・消防署・保健所の協議・申請は御社でしょう

か。テナントでしょうか。 

官公庁及び消防の協議・申請は企業団指定の設計業者が行いま

す。保健所の協議・申請は出店者にてお願いいたします。 

なお、必要があれば企業団も立ち合いをいたします。 

45 
来年 5月にＯＰＥＮと御座いますが、具体的にテナント工事が出来る

のは何時位の時期になりますか。 
令和５年４月に引き渡し予定です。 

46 来場者の交通利用状況データがあれば御教示ください。 自動車での来場が約８割、公共交通機関での来場が約２割です。 



47 中央門と南門の平日、土日の入場人数のデータはありますか。 

令和４年４月 1日から７月 31日時点の平均入場人数は、 

中央門 平日 604人 土日祝 1,440人、 

南 門 平日 1,085人 土日祝 1,638人です。 

※開門時間から第８レース発売締切時間（15時頃）までの数値です。 

※中学生以下の人数は含まれておりません。 

48 現行の屋台の開催頻度はどの程度ですか。 
主に繁忙レース一節間、一般レースの土日に出店しています。 

今後については番号 1，27の回答をご確認ください。 

49 現行のガチャガチャの利用頻度はどの程度ですか。 他者との契約情報になるため公表は控えさせていただきます。 

50 ガチャガチャの前でのイベントは、常時行われていますか。 土日を中心に実施しています。 

51 ドリンク価格の販売価格の統一規定は、ありますか。 統一規定はありません。 

52 サンホールでのイベントは、常時行われていますか。 
以前は定期的にタレントショー等を実施していましたが、現在はコロナ

禍により未定です。 

53 レースが中止となった場合の営業日や使用料はどうなりますか。 

レース中止、順延の取り扱いは下記の通りです。 

・第１～６レースまで終了し、第７レース以降が中止になった場合 

 レース日程が 1日成立するため、使用料を徴収いたします。 

・第１～５レースの間に中止になった場合 

 レース日程が不成立となり、レースが 1日順延となります。 

 使用料は中止日ではなく、順延日分を徴収いたします。 

 

以上 

 


