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 １．はじめに 

（１）目的 

特別区競馬組合（以下、甲）では、スタンドＬ－ＷＩＮＧ内の老朽

化した現金投票端末機の更新を計画している。本入札仕様書は、「現金

投票端末装置」を購入する上で、契約する事業者を選定するにあたり、

必要な要件を示すものである。 

 

（２）用語の定義 

①投票機器：２（１）に記載する現金投票端末装置をいう。 

②共同ＴＺＳ：「第２期地方競馬共同トータリゼータシステム」をい

う。 

 

２．仕様 

（１）現金投票端末装置購入台数 

自動発売機１０台 自動発払機８台 

計１８台 

 

（２）付帯機器 

①共同ＴＺＳとの接続に必要となる機器 一式 

②端末要件を満たすために必要となる機器 一式 

＊ただし、上記機器が必要とならない場合はこの限りではない。 

③付帯作業 

端末設置かかる業務、運用者に対する操作教育 

設置場所は１０１Ｂ投票所とする。 

 

３．投票機器の詳細仕様 

投票機器については下記の要件を満たすこと。 

（１）自動発売機及び自動発払機 

自動発売機及び自動発払機の基本的性能と機器の諸元は、以下の 

とおりとする。 
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項  目 仕  様 

投票券 
発券 

ベット数 最大８ベット 

読取方式 ＱＲコード 

セキュリティ 
ＱＲコードの他に高度なセキュリ

ティを要するもの 

用紙交換 ２巻装填自動切換 

投票カード 

読取方式 イメージ読取方式 

読取方向 表裏／前後４方向 

最大挿入枚数 ２０枚 

現金 

紙幣 

取扱金種 万・五千・二千・千円札 

放出金種 万・千円札 

最大挿入及び

放出枚数 
１００枚 

硬貨 

取扱金種 五百・百・五十・十円硬貨 

放出金種 五百・百・五十・十円硬貨 

最大挿入／ 

放出枚数 
６枚／３０枚 

客用操作画 

表示器 カラー液晶１５型程度 

入力補助 タッチパネル 

操作ガイド 音声案内／画面表示 

オペ操作画 

表示器 カラー液晶１５型程度 

入力補助 タッチパネル 

操作ガイド 画面表示 

控券 
印刷方式 感熱印刷方式 

用紙交換 無停止交換 

外形（幅×奥行×高さ） 600×950×1770mm 程度 

重量 ３００kg 程度 

 

（２）自動発売機及び自動発払機の主な機能 



 - 4 - 

①発売(払戻)する勝馬投票券 

共同ＴＺＳにおいて、発売当日の要項に登録された地方競場

及びＪＲＡの勝馬投票券（Ｊ－ＰＬＡＣＥ）発売（払戻）がで

きること。  

発券された勝馬投票券が的中した場合、払戻機能を有する投

票機器で投票券読取かつ共同ＴＺＳとの交信によりすみやかに

払戻できること。ただし破損券や１００万円以上の高額勝馬投

票券に関してはこの限りではない。 

また、下記発売場所に設置された現金払戻端末機で速やかに

払戻ができること。 

    ≪発売場所≫ 

大井競馬場内各投票所・ふるさとコーナー・オフト後楽園・

オフト汐留・オフトひたちなか・オフト新潟・オープス中郷・

オープス磐梯・オフト大郷・益田場外発売所・オフト伊勢崎・

オフト京王閣・浦和競馬場・船橋競馬場・エフケイバ成田・エ

フケイバ木更津・川崎競馬場・ジョイホース横浜・ジョイホー

ス浜松・ジョイホース双葉 

②マークカード対応 

甲が現在使用している地方競馬共通マークカード及びＪＲＡ

マークカードを両面表裏前後４方向から読み取ることができ、

マークカードで投票できる全ての式別及び投票方法に対応する

こと。 

③客用操作画面 

マークカードの誤記入等によるエラーを、客用操作画面の操

作等により修正できること。 

また、お客様が自動発売（発払）機に任意の一定時間触れな

い状況が続いた際、客用操作画面を消灯させる機能を有してい

ること。 

④記録機能 

装填した資金額、接客の状況・状態、発券（払戻）した券面
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情報、上位システムとの通信状況及び機器個体の発売(払戻)の

合計金額を記録できる機能を紙媒体及び端末装置内に有してい

ること。 

端末内に保存する場合、少なくとも１年間は記録した内容を

保持すること。 

また、上位システムの設定及び連携により、投票所別及び班

別の発売（払戻）の合計金額を記録できる機能を有しているこ

と。 

⑤電子ジャーナル機能 

上記④で電子媒体として記録した内容をオペレーター画面に

て表示及び検索できること。また任意で指定した範囲を紙媒体

に印字できること。 

⑥タッチ投票・ラクラクカード対応機能 

     現在、大井競馬場内で実施しているタッチ投票・ラクラクカ

ード対応機能を有していること。 

⑦その他の機能 

お客様の操作による誤操作や次操作に関して、ガイドメッセ

ージや画面表示、ランプ等により、直感的に操作が行えるよう

にすること。 

接客終了時に自動発売（発払）機から放出される媒体（勝馬

投票券・紙幣・マークカード）をお客様が抜き取らずに立ち去

った際、注意喚起音を鳴動させる機能を有していること。 

お客様が操作を誤った場合や、途中で操作を取り消したい場

合等に、そこまで行われた操作の訂正や修正、中止を、容易に

行える機能を有すること。 

       

（３）付帯機器 

  ①共同ＴＺＳとの接続に必要となる機器 

    共同ＴＺＳと接続するために必要となる機器を導入すること。

ただし、既設流用する場合はこの限りではない。 
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  ②端末要件を満たすために必要となる機器 

    ３（１）～（２）の要件を満たすために投票機器以外で必要と

なる機器がある場合は、その必要となる機器を導入すること。 

 

 （４）付帯作業 

   ①投票機器の搬入 

・２（１）で記載した投票機器を１０１Ｂ投票所に搬入する 

こと。 

・上記の搬入作業は競馬事業に支障をきたさない日時で行う 

こと。 

・施設を破損・汚損する恐れのある場合は、養生などの対策 

を施すこと。 

・作業実施に必要な関係各所との事前調整を実施すること。 

 

 ②投票機器の据付け工事 

・１０１Ｂ投票所への据付け工事を実施すること。 

 なお、投票機器を据付する際は現在使用している投票窓口パ

ネルを流用すること。流用できない場合は、現在の投票窓口

パネルを新設すること。 

  また、今回調達する投票機器までの信号配線及び電源配線工

事に関しても流用すること。流用できない場合は、敷設する

こと。 

・工事期間中に必要とする電力・上下水道・空調などは無償提

供とするが、各種法令を順守し、防火防犯に細心の注意を払

うこと。 

・工事車両の搬入及び搬出方法は甲の指示に従うこと。 

・作業実施に必要な関係各所との事前調整を実施すること。 

・３（２）①に記した発売場所において工事が必要となる 

場合は本調達範囲内で行うこと。 

③投票機器の単体現調及び共同ＴＺＳとの接続試験 
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・投票機器単体での動作確認を実施すること。 

・投票機器が共同ＴＺＳに接続された環境で勝馬投票券購入、

的中券払戻の運用が行われることを確認すること。なお、共

同ＴＺＳの運用者や開発ベンダーとのスケジュール調整等事

前作業を必ず実施すること。 

④甲が定める運用者に対する操作教育の実施 

・投票機器等の運用が円滑に行えるよう、甲が定める運用者に

対する教育・訓練を納入期限までに行うものとする。 

⑤既設投票機器の撤去 

・自動発売機１０台、自動発払８台を撤去し、甲が指定する場

所に保管する。 

 

（６）投票機器の保守業務 

保守業務については、下記内容で行うこととする。なお、守

業務委託契約については本件納入後、別途締結する。 

①故障発生時の交換部品を用いた修復や交換作業 

大井競馬場内に保守要員を常駐させ、投票機器の物理的な故障 

（プリント制御板の交換が必要な故障等）が発生した場合は即時 

に対応すること。 

②交換部品の手配や管理 

・上記①が実現可能となるよう、必要な交換部品の保管及び供

給を行うこと。 

・交換部品は、利用者及び運用者等の誤った利用方法に起因す

る故障の場合を除き、導入後１年間は追加費用の発生なく供

給すること。 

③運用者支援 

保守要員は、運用者に対し的確な運用支援を行うとともに助

言等を行うこと。 

④点検業務 

投票機器の安定的な稼働に資するために必要な動作点検を行



 - 8 - 

うこと。 

 

４．履行体制 

（１）現金投票端末装置の開発及び納入した経験を有する者が、本件

履行にあたり主たる担当者として参画すること。 

 

（２）共同ＴＺＳの運用者や開発ベンダーとのスケジュールや意見調

整及び甲への相談と報告を的確に実施できる体制を構築するこ

と。 

 

（３）大井競馬場の開催業務に影響を与えることなく、円滑に作業を

遂行する体制を構築すること。 

 

５．納入場所 

東京都品川区勝島二丁目１番２号 

大井競馬場の指定した場所 

 

６．納入期限 

平成３１年１２月１日（日） 

 

７．納入条件 

（１）本書に掲げる機能は、全て同等または同等以上の機能を有しな

ければならない。 

 

（２）導入する機器は全て新規に作成した物を用いること。 

 

（３）工事の際は安全面について十分配慮し、建物、施設等を損傷し

た場合は、速やかに甲に報告し、同等の材料で原形に復旧する

こととする。 
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（４）作業過程において疑義が生じた時はその都度、甲の指示を受け

るとともに、仕様書等に明記されていない事項で必要と認めら

れる作業は、甲と協議し受託者の責任において実施することと

する。 

 

（５）契約業者決定後に納入予定物品の品名、型番、数量、提供業者

名、製造元業者名及びそれらの連絡先等を示した一覧表を甲に

提出し、了承を得ること。 

 

（６）甲の確認後、変更が必要と考えられる物品については、甲と協

議の上、その指示に従って速やかに変更すること。また、不足

していると考えられる物品があった場合においても、甲と協議

の上、指示に従って速やかに納入するものとする。 

 

８．知的財産権 

契約に基づき納入する機器及びこれに付随するソフトウェア等に係

る特許・実用新案並びに意匠法上の権利・技術上の知識等については、

第三者の権利等を侵害することのないよう、全て契約業者の責任にお

いて必要な措置を講じるものとする。 

 

９．支払方法 

完了払いとする。 

本件納入完了後、支払請求書を甲に提出する。 

甲は、支払請求書を受理した日から３０日以内に支払うものとする。 

 

１０．その他 

本入札仕様書の内容に疑義が生じた場合には、契約担当課または投

票課と協議のうえ決定する。 
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事 業 執 行 担 当 

特別区競馬組合 競馬事務局 投票課 

投票係長 関口 勇 

主任     鵜沼 和之 

契 約 事 務 担 当 

特別区競馬組合 競馬事務局 総務課  

契約管財係長 笹本 美穂 

電話 03-3763-3953 FAX 03-3768-6933  


