
(100gあたり)

:

:

:

:

(含まれるものに〇がついております)

・
・

卵小麦

フランス産　天然イセエビボイル姿

フランスサン　テンネンイセエビボイルスガタ

メーカー名
ブランド名

賞味期限
期限表示有無

(株)ゴダック

アーモンド
カシューナッツ 牛肉

保存方法

解凍方法

お召し上がり方

使用上の注意

保管上の注意

●豚肉大豆

いか いくら

栄養成分情報

カルシウム(mg) - 鉄(mg)

商品名 :

フランス原産地 保存温度帯 冷凍　-18℃以下
炭水化物(g)SAPMER

製造後3年
有 食塩相当量(g)

魚介類
まつたけ

GODAK MARKETING CORP.

●

ごま

そば

くるみキウイフルーツ

あわび落花生
えび 〇

りんご ゼラチン
鶏肉さば

もも やまいも
バナナ

4 250/300 40/36 10kg/箱 約25～26㎝

24 10kg/箱 約29㎝
450/500 20 10kg/箱 約30㎝

5
6 350/400 28 10kg/箱 約28㎝
7

約27㎝

8
9
10

かに

● 商品梱包

マスター 555 405 180 10,000 1 無
インナー

● アレルギー情報

幅/⾧辺(㎜) 奥/短辺(㎜) 高さ(㎜)

150/200

10kg/箱

冷蔵庫での自然解凍はなるべく避けて下さい。

解凍後加熱してお召し上がり下さい。
軽く温める程度で美味しくお召し上がりいただけます。

賞味期限

重量(g) 入数 JANコード

200/250 48/44 10kg/箱 約24～25㎝

400/450

300/350 32
-18℃以下にて保存

使用上の注意

表示の有無

有
- 亜鉛(mg) - コレステロール(mg) -

熱量(kal) 93.88 水分(g) - 21.54 脂質(g) 0.84
0.98 - ナトリウム(mg) -

たんぱく質(g)
0.13 灰分(g)

2020年にMSCを取得しております。

2 150/200
3

約21～23㎝
サイズ 尾数 荷姿

1 66/64/60 10kg/箱

● サイズ規格

56/52 10kg/箱 約21～23㎝

美味しくお召し上がりいただくために

● 一括表示情報

原産国 フランス
一括表示

●

⾧さ(目～尾） ⾧さ(テイル)

カートン

備考 名称 フランス産　天然イセエビボイル姿
原材料名 ロブスター（えび）
内容量 10kg

2024.2

さけ

年に一度、検査機関にて一般生菌数、大腸菌群を始め、腸炎ビブリオ等の検査を徹底しております。

-18℃以下にて保存して下さい。

氷水の中で解凍していただくか、流水で一気に解凍していただくことをお勧めします。

オレンジ
乳

品質管理情報

解凍後の再凍結は品質劣化につながりますので避けて下さい。

・(冷凍食品)GODAK WHOLE COOKED LOBSTER(業務用）
品名

原材料名
内容量

賞味期限
保存方法

加熱調理の必要性

原産国名
輸入者

エネルギー 93.88kcal 炭水化物 0.13g
タンパク質 21.54g 食塩相当量 0.98g
脂質 0.84g

フランス産 天然イセエビボイル姿
ロブスター（えび）
10kg
2024.2
-18℃以下にて保存

栄養成分表示（100gあたり）推定値

フランス
株式会社ゴダック
〒104-0045 東京都中央区築地6-16-1

加熱してお召し上がりください



(100gあたり)

:

:

:

:

(含まれるものに〇がついております)

・

GODAK MARKETING CORP.

フランスサン　テンネンイセエビナマレイスガタ

商品名 : フランス産　天然イセエビ生冷姿

0.84 表示の有無

● 栄養成分情報

メーカー名 (株)ゴダック 賞味期限 製造後3年 熱量(kal) 93.88 水分(g)
SAPMER 期限表示有無 有 食塩相当量(g) 0.98

- たんぱく質(g) 21.54 脂質(g)

- コレステロール(mg) -
無

原産地 フランス 保存温度帯 冷凍　-18℃以下 カルシウム(mg) - 鉄(mg) - 亜鉛(mg)
炭水化物(g) 0.13 灰分(g) - ナトリウム(mg) -ブランド名

● サイズ規格 ● 一括表示情報
サイズ 尾数 荷姿 ⾧さ(目～尾) ⾧さ(テイル) 備考 名称 フランス産　天然イセエビ生冷姿

1 150/200 66/64/60 10kg/箱 約21～23㎝ 原材料名 ロブスター（えび）
2 150/200 56/52 10kg/箱 約21～23㎝ 内容量 10kg
3 200/250 48/44 10kg/箱 約24～25㎝ 賞味期限 2024.2
4 250/300 40/36 10kg/箱 約25～26㎝ 保存方法 -18℃以下にて保存

使用上の注意
6 350/400 28 10kg/箱 約28㎝
5 300/350 32 10kg/箱 約27㎝

一括表示
8 450/500 20 10kg/箱 約30㎝

原産国 フランス
7 400/450 24 10kg/箱 約29㎝

● 美味しくお召し上がりいただくために10
9

解凍方法 氷水の中で解凍していただくか、流水で一気に解凍していただくことをお勧めします。

● 商品梱包 冷蔵庫での自然解凍はなるべく避けて下さい。

お召し上がり方 ボイルや、半割にしてグリルすると大変美味です。
ミソまで美味しくお召し上がりいただけます。

インナー
幅/⾧辺(㎜) 奥/短辺(㎜) 高さ(㎜) 重量(g) 入数 JANコード

● アレルギー情報
保管上の注意 -18℃以下にて保存して下さい。

無 使用上の注意 解凍後の再凍結は品質劣化につながりますので避けて下さい。
カートン

マスター 555 405 180 10,000 1

落花生 アーモンド あわび
そば 卵 乳えび 〇 かに 小麦

キウイフルーツ 牛肉
いか いくら オレンジ

もも やまいも りんご

● 品質管理情報さば 大豆 鶏肉 バナナ
くるみ ごま さけカシューナッツ

2020年にMSCを取得しております。ゼラチン 魚介類
豚肉 まつたけ

・(冷凍食品)GODAK WHOLE RAW LOBSTER(業務用）
品名

原材料名
内容量

賞味期限
保存方法

加熱調理の必要性

原産国名
輸入者

-18℃以下にて保存

フランス
株式会社ゴダック
〒104-0045 東京都中央区築地6-16-1

加熱してお召し上がりください

2024.2

フランス産 天然イセエビ生冷姿
ロブスター（えび）
10kg



(100gあたり)

:

:

:

:

(含まれるものに〇がついております)

・
・

GODAK MARKETING CORP.

エイコクリョウトリスタントウ　テンネンイセエビボイルスガタ

商品名 : 英国領トリスタン島　天然イセエビボイル姿

0.56 表示の有無

● 栄養成分情報

メーカー名 (株)ゴダック 賞味期限 製造後3年 熱量(kal) 85 水分(g)
TRISTAN 期限表示有無 有 食塩相当量(g) 0.56

- たんぱく質(g) 19.97 脂質(g)

- コレステロール(mg) -
有

原産地 イギリス 保存温度帯 冷凍　-18℃以下 カルシウム(mg) - 鉄(mg) - 亜鉛(mg)
炭水化物(g) 0 灰分(g) - ナトリウム(mg) -ブランド名

● サイズ規格 ● 一括表示情報
サイズ 尾数 荷姿 ⾧さ(目から尾) ⾧さ(テイル) 備考 名称 英国領トリスタン島　天然イセエビボイル姿

1 U-155 76/72/68 10kg/箱 約20㎝ 原材料名 ロブスター（えび）
2 150/200 64/60/56/52 10kg/箱 約21～23㎝ 内容量 10kg
3 200/250 48/44 10kg/箱 約24～25㎝ 賞味期限 2023.9
4 250/300 40/36 10kg/箱 約25～26㎝ 保存方法 -18℃以下にて保存

使用上の注意
6 350/400 28 10kg/箱 約28㎝
5 300/350 32 10kg/箱 約27㎝

一括表示
8 450/500 20 10kg/箱 約30㎝

原産国 イギリス
7 400/450 24 10kg/箱 約29㎝

● 美味しくお召し上がりいただくために10
9

解凍方法 氷水の中で解凍していただくか、流水で一気に解凍していただくことをお勧めします。

● 商品梱包 冷蔵庫での自然解凍はなるべく避けて下さい。

お召し上がり方 解凍後生食でお召し上がりいただけます。ロブスターサンドやサラダなどお薦めです。
軽く温めても美味しくお召し上がりいただけます。

インナー
幅/⾧辺(㎜) 奥/短辺(㎜) 高さ(㎜) 重量(g) 入数 JANコード

● アレルギー情報
保管上の注意 -18℃以下にて保存して下さい。

無 使用上の注意 解凍後の再凍結は品質劣化につながりますので避けて下さい。
カートン

マスター 420 310 300 10,000 1

落花生 アーモンド あわび
そば 卵 乳えび 〇 かに 小麦

キウイフルーツ 牛肉
いか いくら オレンジ

もも やまいも りんご

● 品質管理情報さば 大豆 鶏肉 バナナ
くるみ ごま さけカシューナッツ

年に一度、検査機関にて一般生菌数、大腸菌群の検査を徹底しております。
2011年にMSCを取得しております。

ゼラチン 魚介類
豚肉 まつたけ

・(冷凍食品)GODAK WHOLE COOKED LOBSTER(業務用）
品名

原材料名
内容量

賞味期限
保存方法

加熱調理の必要性

原産国名
輸入者

エネルギー 85kcal 炭水化物 0g
タンパク質 19.97g 食塩相当量 0.56g
脂質 0.56g

栄養成分表示（100gあたり）推定値

イギリス
株式会社ゴダック
〒104-0045 東京都中央区築地6-16-1

解凍後そのままお召し上がり頂けます

英国領トリスタン島 天然イセエビボイル姿
ロブスター（えび）
10kg
2023.9
-18℃以下にて保存



(100gあたり)

:

:

:

:

(含まれるものに〇がついております)

・

GODAK MARKETING CORP.

エイコクリョウトリスタントウ　テンネンイセエビナマレイスガタ

商品名 : 英国領トリスタン島　天然イセエビ生冷姿

0.56 表示の有無

● 栄養成分情報

メーカー名 (株)ゴダック 賞味期限 製造後3年 熱量(kal) 85.0 水分(g)
TRISTAN 期限表示有無 有 食塩相当量(g) 0.56

- たんぱく質(g) 19.97 脂質(g)

- コレステロール(mg) -
無

原産地 イギリス 保存温度帯 冷凍　-18℃以下 カルシウム(mg) - 鉄(mg) - 亜鉛(mg)
炭水化物(g) 0 灰分(g) - ナトリウム(mg) -ブランド名

● サイズ規格 ● 一括表示情報
サイズ 尾数 荷姿 ⾧さ(目から尾) 備考 名称 英国領トリスタン島　天然イセエビ生冷姿

1 U-155 76/72/68 10kg/箱 約20㎝ 原材料名 ロブスター（えび）
2 150/200 64/60/56/52 10kg/箱 約21～23㎝ 内容量 10kg
3 200/250 48/44 10kg/箱 約24～25㎝ 賞味期限 2023.9
4 250/300 40/36 10kg/箱 約25～26㎝ 保存方法 -18℃以下にて保存

使用上の注意
6 350/400 28 10kg/箱 約28㎝
5 300/350 32 10kg/箱 約27㎝

一括表示
8 450/500 20 10kg/箱 約30㎝

原産国 イギリス
7 400/450 24 10kg/箱 約29㎝

● 美味しくお召し上がりいただくために10
9

解凍方法 氷水の中で解凍していただくか、流水で一気に解凍していただくことをお勧めします。

● 商品梱包 冷蔵庫での自然解凍はなるべく避けて下さい。

お召し上がり方 解凍後加熱してお召し上がり下さい。
加熱しすぎると硬くなるため、軽く温める程度で美味しくお召し上がりいただけます。

インナー
幅/⾧辺(㎜) 奥/短辺(㎜) 高さ(㎜) 重量(g) 入数 JANコード

● アレルギー情報
保管上の注意 -18℃以下にて保存して下さい。

無 使用上の注意 解凍後の再凍結は品質劣化につながりますので避けて下さい。
カートン

マスター 420 310 300 10,000 1

落花生 アーモンド あわび
そば 卵 乳えび 〇 かに 小麦

キウイフルーツ 牛肉
いか いくら オレンジ

もも やまいも りんご

● 品質管理情報さば 大豆 鶏肉 バナナ
くるみ ごま さけカシューナッツ

2011年にMSCを取得しております。ゼラチン 魚介類
豚肉 まつたけ

・(冷凍食品)GODAK WHOLE RAW LOBSTER(業務用）
品名

原材料名
内容量

賞味期限
保存方法

凍結前加熱の有無

加熱調理の必要性

原産国名
輸入者

2023.9

英国領トリスタン島 天然イセエビ生冷姿
ロブスター（えび）
10kg

-18℃以下にて保存

イギリス
株式会社ゴダック
〒104-0045 東京都中央区築地6-16-1

加熱してありません
加熱してお召し上がりください


