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糖度11以上を満たすものだけを集めた贅沢なトマト

新ブランド「OSMIC FIRST」シリーズ販売開始
初のレストラン「OSMIC DISH」も4月よりオープン
渋谷や銀座など全国26箇所で期間限定POP-UPストアも
株式会社 OSMIC(本社：東京都中央区日本橋茅場町、代表取締役：中川英之／以降 弊社)は、濃厚かつ
糖度の高いフルーツトマト「OSMIC トマト」をリブランディングし、「OSMIC FIRST」シリーズの新ブ
ランドを2022年4月27日より販売を数量限定で開始いたします。糖度11以上のトマトだけを選び抜いた
「OSMIC FIRST」（オスミックファースト）の商品として、3種類のラインナップ「PRINCESS」、
「QUEEN」、「GRADE QUEEN」を展開。
また、「OSMIC トマト」の初のレストランでOSMICトマトをふんだんに使用した料理が楽しめる
「OSMIC DISH」を4月29日にプレオープン。5月20日よりグランドオープンいたします。さらに、POPUPストアを渋谷や銀座など全国26箇所にて期間限定でオープンいたします。

サイトＵＲＬ: https://osmic.info/first/

糖度11以上を満たすトマトだけを厳選！「OSMIC FIRST」シリーズ
■OSMIC トマトの「OSMIC FIRST」シリーズの新ブランド販売開始！
「OSMIC FIRST」シリーズは、収穫後に１つ1つ糖度を測定し、11以上を満
たすものだけに許された贅沢なトマトです。特別感のある甘さは、暮らしに
ちょっとの豊かさを与えてくれたり、1人の時間が少し贅沢になったり、
家族との食事の時間がながくなったりと、様々なシーンで美味しさを約束
するトマトをお届けします。皆様に届くまでのすべてに拘りつくした最高峰
のフルーツトトマトをぜひお楽しみください。
■「OSMIC DISH」がお台場にオープン！
濃厚かつ糖度の高いフルーツトマト「OSMICトマト」を使用し、エン
ターテイメント制の高いダイニングレストランとして、OSMIC初のレ
ストランをオープンします。トマトの特徴を最大限に生かしたメ
ニューを、様々な有名料理人の方と考案。ここでしか食べることので
きないOSMICトマトの料理をご堪能下さい。
開店期間 4月29日～5月8日：プレオープン

5月20日～：グランドオープン

「OSMICFIRST」シリーズ 商品概要
土作りから収穫、箱詰めまですべてに拘り作られたフルーツトマト。「OSMIC FIRST」シリーズでは、
収穫後に１つ1つ糖度を測定し、糖度11のトマトを「PRINCESS」、糖度12のトマトを「QUEEN」、そ
して、全体の0.1％しか収穫できない糖度13のトマトを「GRAND QUEEN」とし販売いたします。自信
作、3つの「OSMIC FIRST」をぜひお試しください。
「OSMIC FIRST」シリーズ 商品ページはこちら：https://osmic.info/first/

■OSMIC FIRST 「PRINCESS」
〈商品概要〉
・糖度：１１
・価格：1箱（120ｇ）
1150円
2箱セット（240ｇ）2300円
4箱セット（480ｇ）4600円
・販売期間：2022年4月27日より販売開始

■ OSMIC FIRST 「QUEEN」
〈商品概要〉
・糖度：１２
・価格：約150ｇ 2300円
約450ｇ 6480円
・販売期間：2022年4月27日より販売開始
※9月～11月に関してはお届けできません。

■ OSMIC FIRST 「GRAND QUEEN」
〈商品概要〉
・糖度：１３
・価格
：約250ｇ（25粒入り）1万800円
・販売期間：2022年4月27日より受付開始
※5月中旬～8月中旬の約3か月間の限定販売です。

■ PRINCESSトマトジュース
〈商品概要〉
・価格：180ml
720ml

■ QUEENトマトジュース
〈商品概要〉
・価格：180ml
720ml

1890円
7560円

2300円
1万800円

※いずれの商品もネットで購入された際は、別途送料がかかります

「OSMIC DISH」について
「OSMIC DISH」
OSMICトマトやトマトジュースはもちろん、有名シェフとコラボしたOSMIC
トマトの料理や商品、OSMICトマトを使った焼き立てパンを販売する物販コー
ナーやイートインコーナーなど、OSMICトマトの魅力を存分に味わえ体験でき
る施設となっております。
また、お台場のの景色を一望できるグランピングエリアもあり、ここでしか体
験できないOSMICトマト料理の数々をご堪能下さい。

●住所
AQUA CITY ODAIBA(アクアシティお台場)５F 502区
〒135-0091 東京都港区台場1-7-1 5F
●アクセス
ゆりかもめ「台場駅」徒歩1分
りんかい線「東京テレポート駅」徒歩6分

OSMICトマトとは
◆OSMICトマトについて
化学肥料を一切使用せず、蟹殻や牡蠣殻など自然のものだけで作った
自社開発の土“オスミックソイル”。その活きた土で育てた、甘みと旨味
がギュッと詰まった高糖度ミニトマトが“OSMICトマト”です。収穫した
OSMICトマトは、一粒一粒、光センサーで糖度別に分け、デパート、
スーパー、通販サイトにて販売しています。
※OSMICトマトは、収穫した全てのトマトを糖度選別機で計測しています。

2019年6月26日に開催された、一般社団法人 日本野菜ソムリエ協会主催
の「野菜ソムリエサミット特別企画 トマトグランプリ」でも約40種類の
トマトの中から総合優勝を獲得致しました。

◆企業情報
所在地 ：東京都中央区日本橋茅場町2-9-8 茅場町第2平和ビル6F
事業内容：農業ビジネス及び事業展開のコンサルティング
農産物の販売・プロモーション
肥料及び培土の製造・販売
土地改良材の輸入、販売及び製造
設立日 ：2015年5月
代表者 ：中川 英之
資本金 ：7億2894万5千円（資本準備金 8億8409万5千円）

POP-UPストアについて
銀座や渋谷など全国26箇所にて「OSMIC FIRST」シリーズのPOP-UPストアを4月22日より順次開催いた
します。店内では、「OSMIC FIRST」シリーズの商品を販売するほか、試食エリアにてその場で実食いた
だけ、一度食べたら忘れられなくなるOSMICトマトの魅力を楽しむことができます。また、Buy 1 Get 1
Freeキャンペーンとして対象商品1つご購入で同商品をプレゼントするお得なキャンペーンも開催中です。
移動式店舗も都内各所を駆け巡しますので、ぜひこの期間に「OSMIC FIRST」シリーズのフルーツミニト
マトをお楽しみください。

〈 OSMIC FIRST POP-UPストア 銀座4丁目店 〉
■銀座限定でOSMICトマトアレンジメニューを販売！
銀座4丁目店では、OSMICトマトをふんだんに使った限定メニューのかき氷やOSMICトマトと甘酒と合
わせたジュースを特別販売いたします。
◇甘酒トマトジュース

価格：1000円

OSMIC FIRST PRINCESS トマト
ジュースと砂糖を一切使わず麴だ
けで作った八海山の甘酒をブレン
ドしたドリンクです。美容と健康
にも良く、OSMICトマトのおいし
さをより楽しむことができます。

◇OSMIC FIRST かき氷

価格：1000円

OSMIC FIRST PRINCESSトマト
ジュースをかき氷にし、OSMICト
マトを使ったジャムとエスプーマ
をかけ、この1杯になんとOSMIC
トマトを約50個使用した贅沢な
かき氷です。

住所：東京都中央区銀座5-7-1 ZeroBase Labs GINZA 4-chome 1階
期間：4月29日(金)～5月11日(水)

■現在予定している出店情報
4/22(金)～6/30(木)
4/27(水)～5/5(木)
4/27(水)～5/5(木)
4/27(水)～5/8(日)
4/27(水)～5/12(木)
4/28(木)～5/8(日)
4/29(金)～5/8(日)
4/29(金)～5/8(日)
4/29(金)～5/11(水)
4/29(金)~5/11(水)
4/29(金)～5/29(日)
4/29(金)~6/12(日)
5/11(水)～5/22(日)
5/13(金)～5/27(金)
5/13(金)～5/15(日)
5/20(金)～5/22(日)

三越豊田 （愛知県豊田市若宮町1-57-1 T-FACE A館2階）
星ヶ丘三越 (愛知県名古屋市千種区星が丘元町14-14 1階)
錦糸町丸井店 (東京都墨田区江東橋３-９-10)
恵比寿駅 (東京都渋谷区恵比寿1-5-5JR恵比寿駅西口 改札内イベントスペース)
ららぽーと豊洲 (東京都江東区豊洲2-4-9 1階ZARA前)
東急プラザ銀座 (東京都中央区銀座5-2-2 東急プラザ1階)
東急プラザ表参道原宿（東京都渋谷区神宮前4-30-3 5階）
京王聖蹟桜ヶ丘SC (東京都多摩市関戸1-10-1 C館2階)
OSMIC FIRST POP-UP銀座四丁目店 (東京都中央区銀座5-7-1)
OSMIC FIRST POP-UPストア渋谷店 (東京都渋谷区宇田川町16-8渋谷センタービル1F)
名古屋栄三越ラシック (名古屋市中区栄3-6-1 B1催事スペース)
コレド室町テラス (東京都中央区日本橋室町３-2-1 1階)
広島三越「2022イタリアフェア」 (広島県広島市中区胡町5-1)
ららぽーと豊洲 (東京都江東区豊洲2-4-9 1階総合案内所横)
東急プラザ銀座 (東京都中央区銀座5-2-1 B2F)
東急プラザ銀座 (東京都中央区銀座5-2-1 B2F)

素材ダウンロードURL (DL共通PASS：osmic )
画像素材：https://bit.ly/3jVFGze
□ ■ □ 本件に関する報道関係者様からのお問い合わせ先 □ ■ □
「 OSMIC FIRST 」PR事務局（株式会社マテリアル）
TEL：03-5459-5490 MAIL :osmic-first@materialpr.jp
［担当］澤本：（070-4573-2226） /岩崎（070‐4503-7709）

