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トルコアイスクリームどんどるまん バニラ 

TURKISH ICE CREAM DONDURMAN VANILLA 

日本ではじめての本格的なのびるトルコアイスク
リーム。もちもちと粘りのあるユニークな食感が
特徴です。トルコ人アイスクリーム専門職人が
作るこだわりの味です。フレッシュなミルクを贅
沢に使った、なめらかな舌ざわりが自慢のバニ
ラ味。 

商品サイズ ４L、２L、１L、120ml 

This is the first bona-fide Turkish stretchy ice 

cream in Japan. The unique springy and 

elastic texture of this ice cream makes it 

special. This is the taste that expert Turkish 

ice cream makers insist upon. We’re proud of 

our delicious vanilla flavor, made with lots of 

fresh milk. 

Product Sizes: 4L, 2L, 1L, 120ml 

トルコアイスクリームどんどるまん イチゴ 

TURKISH ICE CREAM DONDURMAN STRAWBERRY 

日本ではじめての本格的なのびるトルコアイスク
リーム。もちもちと粘りのあるユニークな食感が
特徴です。トルコ人アイスクリーム専門職人が
作るこだわりの味です。イチゴの甘酸っぱさとフ
レッシュミルクとのバツグンの相性をアイスクリー
ムにしたイチゴ味。 

商品サイズ ４L、２L、１L、120ml 

This is the first bona-fide Turkish stretchy ice 

cream in Japan. The unique springy and 

elastic texture of this ice cream makes it 

special. This is the taste that expert Turkish 

ice cream makers insist upon. The strawberry 

flavor perfectly combines into ice cream the 

tartness of strawberries with fresh milk. 

Product Sizes: 4L, 2L, 1L, 120ml 

株式会社トゥーバトレーディング 

TUGBA TRADING CO., LTD. 

トルコアイスクリームどんどるまん マンゴー 

TURKISH ICE CREAM DONDURMAN MANGO 

日本ではじめての本格的なのびるトルコアイスク
リーム。もちもちと粘りのあるユニークな食感が
特徴です。トルコ人アイスクリーム専門職人が
作るこだわりの味です。マンゴーの芳醇な香りと
とろけるコクが、どんどるまんのもちもち感にぴっ
たりのマンゴー味。 

商品サイズ ４L、２L、１L、120ml 

This is the first bona-fide Turkish stretchy ice 

cream in Japan. The unique springy and elastic 

texture of this ice cream makes it special. This is 

the taste that expert Turkish ice cream makers 

insist upon. Our mango flavor is the perfect 

combination of the rich aroma and melt-in-your-

mouth mellowness of mango with the elastic 

texture you get from Dondoruman. 

Product Sizes: 4L, 2L, 1L, 120ml 

＜ハラール商品／Halal Products＞ 
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トルコアイスクリームどんどるまん チョコレート 

TURKISH ICE CREAM DONDURMAN CHOCOLATE 

日本ではじめての本格的なのびるトルコアイスク
リーム。もちもちと粘りのあるユニークな食感が
特徴です。トルコ人アイスクリーム専門職人が
作るこだわりの味です。チョコレート好きの方に
ぜひ食べていただきたい濃厚なチョコレート味。 

商品サイズ ４L、２L、１L、120ml 

This is the first bona-fide Turkish stretchy ice 

cream in Japan. The unique springy and 

elastic texture of this ice cream makes it 

special. This is the taste that expert Turkish 

ice cream makers insist upon. We hope 

everyone that enjoys chocolate will try our 

rich chocolate flavor. 

Product Sizes: 4L, 2L, 1L, 120ml 

トルコアイスクリームどんどるまん さくらんぼ 

TURKISH ICE CREAM DONDURMAN CHERRY 

日本ではじめての本格的なのびるトルコアイスク
リーム。もちもちと粘りのあるユニークな食感が
特徴です。トルコ人アイスクリーム専門職人が
作るこだわりの味です。トルコはさくらんぼ発祥の
地として知られています。甘酸っぱくて爽やかな
さくらんぼ味。 

商品サイズ ４L、２L、１L、120ml 

This is the first bona-fide Turkish stretchy ice 

cream in Japan. The unique springy and 

elastic texture of this ice cream makes it 

special. This is the taste that expert Turkish 

ice cream makers insist upon. Turkey is 

known as the birthplace of the cherry. Our 

cherry flavor is tart and refreshing. 

Product Sizes: 4L, 2L, 1L, 120ml 

トルコアイスクリームどんどるまん チャイ 

TURKISH ICE CREAM DONDURMAN CHAI 

日本ではじめての本格的なのびるトルコアイスク
リーム。もちもちと粘りのあるユニークな食感が
特徴です。トルコ人アイスクリーム専門職人が
作るこだわりの味です。トルコのチャイ（紅茶）名
産地、黒海地方リゼ産の茶葉を100％使用して
つくったチャイ味。 

商品サイズ ４L、２L、１L、120ml 

This is the first bona-fide Turkish stretchy ice 

cream in Japan. The unique springy and elastic 

texture of this ice cream makes it special. This is 

the taste that expert Turkish ice cream makers 

insist upon. Our tea flavor is made from 100% 

Rize produced tea leaves. Rize is a famous 

Turkish chai (black tea) producing area near the 

Black Sea. 

Product Sizes: 4L, 2L, 1L, 120ml 

＜ハラール商品／Halal Products＞ 

株式会社トゥーバトレーディング 

TUGBA TRADING CO., LTD. 
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トルコアイスクリームどんどるまん 

モッツアレラチーズ＆クランベリー 

TURKISH ICE CREAM DONDURMAN 
MOZZARELLA CHEESE ＆ CRANBERRY  

日本ではじめての本格的なのびるトルコアイスクリーム。
もちもちと粘りのあるユニークな食感が特徴です。トルコ
人アイスクリーム専門職人が作るこだわりの味です。マ
イルドな味わいが人気のモッツアレラチーズに甘酸っぱ
いドライクランベリーがアクセントになった贅沢なフレー
バー、モッツアレラチーズとクランベリー味。 

商品サイズ ４L、２L、１L、120ml 

This is the first bona-fide Turkish stretchy ice 

cream in Japan. The unique springy and elastic 

texture of this ice cream makes it special. This is 

the taste that expert Turkish ice cream makers 

insist upon. Our mozzarella cheese and cranberry 

flavor is a luxury combining the popular mild flavor 

of mozzarella cheese with tart cranberry accents. 

Product Sizes: 4L, 2L, 1L, 120ml 

＜ハラール商品／Halal Products＞ 

株式会社トゥーバトレーディング 

TUGBA TRADING CO., LTD. 


