Press release
TUCKNAL 株式会社
2021 年 10 ⽉ 8 ⽇

報道関係者各位

⽇本初【駅ナカ】コワーキングカフェ「CAFÉ ONthe ホンマチ」10/15（⾦）
開業。都⼼のコワーキングスペース ONthe UMEDA との連携で、ワークスペ
ースのネットワークを展開します。
TUCKNAL 株式会社（本社：⼤阪市、社⻑：町野和道、Osaka Metro Group）は、タイムシェア
型のワークスペースとカフェを兼ね備えた新ブランド「CAFÉ ONthe」の展開をスタートします。
Osaka Metro 中央線本町駅にオープンする１号店「CAFÉ ONthe ホンマチ」は、⽇本初となる駅ナ
カのタイムシェア型コワーキングカフェです。

■⼤型コワーキングスペース ONthe UMEDA のセカンドラインとして、テレワーク拠点のネットワー
クを構築
⼤阪梅⽥の⼤型コワーキングスペース ONthe UMEDA は 2019 年 12 ⽉に開業しました。コロナ禍によ
る働き⽅や⽣活様式の変化が起こる中、試⾏錯誤を重ねながらも、2 周年を控えた現在では⽉会員 800
名（法⼈会員含む）を超える会員を獲得、またビジターを含む累計登録利⽤者数は 6,500 名を超えまし
た。
⼈と情報のハブとしての ONthe UMEDA
の次なる展開として、セカンドラインとな
る CAFÉ ONthe を開業するに⾄りました。
ONthe 品質の⼩型店舗を利便性の⾼い⽴
地に複数展開することで、どこでも安⼼し
て仕事ができるネットワークを構築し、移
動しながら働くニーズに応えてまいりま
す。

ONthe UMEDA
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■多様なニーズに応えるタイムシェア型のワークスペース＆カフェ「CAFÉ ONthe」
店内には、打ち合わせに適したテーブル席、デスクワークに使いやすい仕切りのついたブース席、オン
ラインミーティング⽤の個室 TALKBOX などを設置。その時々のニーズに合わせて最適な環境を選ぶ
ことができます。各席での Wi-Fi や電源の使⽤はもちろん、⼀部の TALKBOX では有線 LAN も使⽤可
能。安定した通信環境で、オンライン配信も安⼼して⾏えます。

利⽤⽅法は ONthe UMEDA と同様の、滞在時間に応じた従量課⾦制。空間をタイムシェアすることで、
好条件のワークスペースを会員なら 10 分あたり 70 円〜とリーズナブルな費⽤で利⽤することが可能。
また、ドロップイン（⾮会員の⼀時利⽤）はワンドリンク付き 360 円/30 分〜に設定。利⽤登録も不要
で、コワーキングスペースに馴染みのない⽅も気軽にカフェとして利⽤できます。

TALK BOX(写真は ONthe UMEDA)

■⼤⼈のための上質なドリンク＆フード
⼤阪発のコーヒーブランド・エルマーズグリーンのスペシャルティコーヒーや焼き菓⼦などを提供。
CAFÉ の名に相応しい⾼品質のドリンク＆フードをリーズナブルな価格でお楽しみいただけます。
⼀部、
テイクアウトも可能です。
会員には⽉２０杯までのコーヒーを⽉会費のみで楽しめるサブスクリプションを付与します。

エルマーズグリーンカフェ 北浜 https://elmersgreen.com/
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■⽇本初の駅ナカ・コワーキングカフェとして、駅のスペースを有効に
CAFÉ ONthe１号店は、Osaka Metro 中央線本町駅東改札横に開業します。駅の空間をワークスペース
にリノベーションすることで、駅ナカという条件を最⼤限に活⽤します。

■10 ⽉下旬には２号店を堂島に開業予定
10 ⽉ 15 ⽇の CAFÉ ONthe ホンマチ開業に続き、10 ⽉下旬（29 ⽇予定）には、２号店の「CAFÉ ONthe
ドーチカ」を堂島の地下街、ドージマ地下センターに開業します。

■オープニングキャンペーン「マイボトル」プレゼント
①⼊会＆来店でプレゼント
公式 WEB サイトから ONthe の⽉額プランにご⼊会の上、CAFÉ
ONthe のいずれかの店舗で会員証の発⾏をされた⽅にオリジナルマ
イボトルをプレゼントします。
公式 WEB サイト：https://onthe.osaka/cafe/

プレゼント期限：2021 年 11 ⽉末まで（先着 150 名）
②Instagram フォロー＆シェアでプレゼント

画像はイメージです。

CAFÉ ONthe の Instagram アカウントをフォローの上、CAFÉ ONthe のアカウントをタグ付けして、
投稿をシェアされた⽅の中から抽選で 20 名さまにオリジナルマイボトルをプレゼントします。
公式 Instagram アカウント：https://www.instagram.com/cafe.onthe/
投稿期限：2021 年 11 ⽉末まで
＊当選者にはダイレクトメールで連絡を差し上げます。
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■（参考）価格表
⽉額会員プラン
プラン名

（消費税込）
⽉会費

従量課⾦プラン

3,000 円

⽉額プラン 30

11,000 円

⽉額プラン 50

14,000 円

モーニングプラン

10,000 円

ナイトプラン

10,000 円

⼟⽇祝プラン

10,000 円

⽉額プラン Full

60,000 円

利⽤料

70 円 / 10 分

毎⽉ 30 時間まで定額。
30 時間を超える場合は、70 円 / 10 分

毎⽉ 50 時間まで定額。
50 時間を超える場合は、70 円 / 10 分

平⽇オープンから 13:00 まで定額。
対象時間以外は 70 円 / 10 分

平⽇ 17:00〜閉館まで定額。
対象時間以外は 70 円 / 10 分

⼟・⽇・祝⽇の利⽤が定額。
対象曜⽇以外は 70 円 / 10 分

上限なし

＊全てプラン共に、CAFÉ ONthe ホンマチ、CAFÉ ONthe ドーチカ、ONthe UMEDA の３店舗共通
でお使いいただけます。
＊全てのプランに CAFÉ ONthe で使⽤できる⽉ 20 杯のドリンクサブスク権が付与されます。

＊現在、キャンペーン価格を適⽤中です。
⾮会員利⽤料
プラン名

ドロップイン

（消費税込）
⽉会費

なし

＊現在、キャンペーン価格を適⽤中です。

利⽤料

はじめの 30 分 360 円、以後 120 円 / 10 分
ドリンク 1 杯⽬無料
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＜施設概要＞
名
称：CAFÉ ONthe ホンマチ （カフェ オンザ ホンマチ）
開 業 ⽇：2021 年 10 ⽉ 15 ⽇（⾦）
営業時間：8 時 30 分〜21 時
定 休 ⽇：⼟・⽇・祝
〒541-0055 ⼤阪市中央区船場中央４丁⽬１番６号
Osaka Metro 中央線「本町駅」東改札スグ（地上からは⑰出⼊⼝から⼊ってスグ）
TEL 06-7506-9023

名
称：CAFÉ ONthe ドーチカ （カフェ オンザ ドーチカ）
開 業 ⽇：2021 年 10 ⽉ 29 ⽇（⾦） ※予定
営業時間：平⽇ 8 時 30 分〜21 時 ⼟曜 8 時 30 分〜19 時
定 休 ⽇：⽇・祝
〒530-0003 ⼤阪市北区堂島 1 丁⽬ 堂島地下街 9 号
TEL 06-4256-6255

CAFÉ ONthe 公式 WEB サイト：https://onthe.osaka/cafe/
TUCKNAL㈱ コーポレイト web サイト：https://www.tucknal.com/
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■プレオープンを開催します
ONthe UMEDA 会員などを対象としたプレオープンを開催いたします。
ドリンク＆焼き菓⼦の試⾷をご⽤意しております。グランドオープンに先⽴ち、ONthe の新たなチャレ
ンジをご体験ください。
招待制でございますので、ご来場くださる場合は事前にご所属先とご来場者様のお名前をお知らせいた
だければ幸いです。
cafeonthe@onthe.osaka

CAFÉ ONthe ホンマチ
プレオープン：2021 年 10 ⽉ 14 ⽇（⽊）11:30~20:00
CAFÉ ONthe ドーチカ
プレオープン（予定）
：2021 年 10 ⽉ 28 ⽇（⽊）11:30~20:00
※ドーチカ店のオープン⽇は変更となる可能性がございます。変更の場合は公式 WEB サイトにて告知
いたしますのでご確認ください。

【問い合わせ先】
施設利用等について：株式会社まなれぼ（運営委託）
TEL：06-6360-9501 E-mail：shimamura@manarevo.com （担当：コワーキング事業部 島村）

本事業について：TUCKNAL 株式会社
TEL:06‐6363-5105 E-mail：ohigashi.tomoko@tucknal.com（担当：第２事業部

おおひがし

大 東）

