
蝶の羽に形取っ

たスポンジケー

キをのせた見た

目にも楽しめる

カップケーキ。

バニラケーキと

バタークリーム

の間のいちご

ジャムが隠し

味。

フェアリー カップケーキ

Fairy Cupcake

ベビーカップケー

キは、一般的な

カップケーキよ

りも小さく、学校

や子ども達のパー

ティーへ持って行

くのに重宝されて

いる。

ベビーカップケー
ベビー カップケーキベビー カップケーキベビー カップケーキ

Baby Cupcake

カップケーキのいろいろ！
見る人、食べる人を最高に幸せな気分にしてくれるスイーツ、カップケーキ。でも…、味も見た目も種類豊
富でなかなか選べない！そこで、パースでカップケーキを売りにしているカフェ2 店舗に協力していただき、
またその各店オーナーにもアドバイスのもと厳選したカップケーキをご紹介します。

バニラケーキ カップケーキと言えば、“バニラケーキ”が定番のフレーバー。どんな

アイシングやデコレーションにも合うバニラケーキからお届けします。

Engagement Cupcake
エンゲージメント カップケーキ

砂糖液をかき混ぜ、クリーム状にして作ったフォンダントと呼ば

れる砂糖菓子でアイシング。結婚式の場をより華やかに演出して

くれるカップケーキ。

見て楽しい、食べて美味しい！

Trifle Cupcake
トライフル カップケーキ

バニラバターケーキに、

カスタードとバニラク

リームでレッドジェリー

を隠すようにアイシン

グ。英国の伝統的なデ

ザート“トライフル”を

カップケーキで再現。

SA

SA

SW

SA

協力してくれたカフェ 2 店舗： The Sassy Cookie        （P16 参照）／ The Sweet Remedy Cafe        （P16 参照）SA SW
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Baby Cupcake
ベビー カップケーキ

軽い食感のバニラケーキに濃厚な味わいのバタークリームは、

子どもから大人まで広く愛されている伝統的なカップケーキ。

蝶のフォンダントも目を惹く。

Baby Cupcake
ベビー カップケーキ

風味あるバニラケーキに、花がモチーフのピ

ンクと白のバタークリームをアイシングした

スタンダードなカップケーキ。

Lemon Meringue Cupcake
レモン メレンゲ カップケーキ

バニラケーキの中に、レモンジュースに卵やバターを入れて作った甘酸っ

ぱいレモンカードが入っていて、レモンクリームパイのような味わい。

「カップケーキは、米ドラ

マ『セックス アンド ザ シ

ティー』の 2000 年に放

送されたワンシーンで、

主人公たちがニューヨー

クのカップケーキ専門店

“Magnolia Bakery”のカッ

プケーキを食べているシー

ンから、実は一気に人気が

出たと言われています」【編

集部注：Magnolia Bakery

は今では、日本にも出店し

ています。】

SW

SA

SA
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バニラケーキにバニ

ラクリームアイシン

グを施したバニラ尽

くしなカップケー

キ。バニラクリーム

は濃い目の生クリー

ムのような味わい。

バニラ ドリーム カップケーキバニラ ドリーム カップケーキ

Vanilla Dream CupcakeSalted Caramel Cupcake
ソルテッド キャラメル カップケーキ

塩キャラメルとサワークリームを混ぜ込んだケー

キに、バタークリームと塩キャラメルのトッピン

グ。塩味が甘さを引き立てる！

Oreo Cookies & Cream Cupcake
オレオ クッキーズ ＆ クリーム カップケーキ

半分にしたオレオが存在感を際立たせる。バニラクリーム、バニラケーキの下にもさらにオレオ

が丸々一個潜んでいる、遊び心満載なカップケーキ。

Classic Vanilla Cupcake
クラシック バニラ カップケーキ

バニラ生地にチョコレート味のバターク

リームをかわいくアイシング。フォンダ

ントで作られた星がとってもかわいい

カップケーキ。

SW

SA

SA SW
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Party Cupcake
パーティー カップケーキ

バニラケーキには、ホワイトチョコレートとラズベリーの果

実をそのまま混ぜ込んでいる。安定期に入った妊婦さんをお

祝いする“ベビーシャワー”を盛り上げるカップケーキ。

Party Cupcake
パーティー カップケーキ

日本でも話題の“ベビー

シャワー”の時に活躍す

るカップケーキ。細部ま

で作り込まれたフォンダ

ントのベビーシューズが

目を惹く！

「カップケーキのアイシング

は、バタークリームが一般

的ですが、バニラクリーム・

アイシングのカップケーキ

もあります。バニラクリー

ムは、もっとさっぱり軽く

て、甘すぎるのが苦手な人

には特におすすめです！」

Peanut Butter Nutter Cupcake
ピーナッツ バター ナター カップケーキ

ピーナッツバターを混ぜ込んだクリームは、軽くて

ムースのよう。チョコレートケーキとの相性抜群。

チョコレートケーキ
わたしたちのハートを掴んで離さないチョコレートケーキ。

スタンダードなものから、生地にキャラメルなどを混ぜ込ん

だものまで、子どもも大人も楽しめるカップケーキが続出！

SA

SA

SW
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Double Choc Orange Cupcake
ダブル チョコ オレンジ カップケーキ

ケーキは小麦粉の代わりにアーモンドを砕いた

アーモンドミールを使ったグルテンフリー（小

麦粉不使用）で、アーモンド以外のナッツも混

ぜ込んである贅沢なカップケーキ。

Pink Oreo Mud Cupcake
ピンク オレオ マッド カップケーキ

濃厚なチョコレートケーキにストロベリー・バニラク

リームでさっぱりと仕上げ、ストロベリー・オレオをデ

コレーションした目にも楽しいカップケーキ。

Choc Honeycomb Crunch Cupcake
チョコ ハニーコンボ クランチ カップケーキ

バニラクリームの下には、キャラメルがたっぷり！ホー

ムメイドのハニーコンボとの相性も最高！

「オーストラリアでは

ウェディングや誕生

日などのお祝い事に

カップケーキは欠か

せません」

SW

SA

SW
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Chocolate & Beetroot Cupcake
チョコレート＆ビートルート カップケーキ

チョコレートと野菜のビートルートが入った生地

は、絶妙な甘味で、一度食べたらやみつきになる

こと間違いなし！

Salted Caramel Cupcake
ソルテッド キャラメル カップケーキ

バニラクリームの下にも塩キャラメルが入っている、キャラメル好きに

はたまらないカップケーキ。

ふわふわのへーゼル

ナッツ・チョコレート

ケーキに、軽くてムー

スのようなヌテラ（へー

ゼルナッツ・チョコレー

トクリーム）入りバター

クリームのアイシング

で、口当たり優しいカッ

プケーキ。

フェレロ フューロア カップケーキ

Ferrero Furore Cupcake

SA

SW

SW

Strawberries & Cream Cupcake
ストロベリーズ＆クリーム カップケーキ

ホワイトチョコレートマッドケーキに、ストロベ

リー・バニラクリームとホワイトチョコレートを

デコレーションしたかわいいカップケーキ。SW
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Red Velvet Cupcake
レッド ベルベット カップケーキ

深紅のココアケーキにストロベリー・バニラクリームをアイシング。スト

ロベリー風味のクリームはさっぱりで、また食べたくなる美味しさ。

Coconut Paradise Cupcake
ココナッツ パラダイス カップケーキ

ホワイトチョコレート・マッドケーキにコ

コナッツ・バタークリーム、さらにトース

トココナッツとホワイトチョコレートをデ

コレーションしたココナッツ満載の豪華な

カップケーキ。

「レッドベルベットは、

カップケーキの女王とも言

われています。一般的に

は食紅で着色された真っ

赤なチョコレートケーキ

に、クリームチーズをア

イシングしているんです」

SW

発祥地アメリカでは定

番のカップケーキ。ク

リームチーズの入った

口当たりなめらかなク

リームと、ココアの風

味豊かな赤いケーキが

程よくマッチ。

レッド ベルベット カップケーキ

Red Velvet Cupcake

SA

SW

Choc Mint Bliss Cupcake
チョコ ミント ブリス カップケーキ

チョコレートケーキとさっぱりしたミン

ト・バニラクリームの絶妙なバランスが

たまらない。SW
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Banana & Pecan Cupcake
バナナ ＆ ピーカン カップケーキ

ケーキはもちろん、アイシングにもバター

の代わりに植物油で作られたショートニ

ングを使った完全グルテン＆デイリーフ

リー（乳製品不使用）なカップケーキ！

Pear Hazelnut & Cinnamon Cupcake
ペアー へーゼルナッツ ＆ シナモン カップケーキ

グルテンフリーなので小麦アレルギーの人でも食べられる

のが嬉しい。洋ナシとへーゼルナッツ、シナモンが生地に

練りこまれている。

Hazelnut Fudge Cupcake
へーゼルナッツ ファッジ カップケーキ

電話：08 9361 0979
住所：41 Duncan St. Victoria Park
【営業時間】
Mon-Sat 7:00 ～ 15:00
Sunday  closed

The Sassy Cookie
電話：08 9443 3912
住所：255a Oxford St. Leederville
【営業時間】
Mon-Fri  7:00 ～ 16:00
Saturday 8:00 ～ 16:00
Sunday  8:00 ～ 14:00

The Sweet Remedy Cafe

ナッツ＆
フルーツケーキ

小麦粉の代わりにナッツミールを使ったグルテンフリーのもの

やフルーツを生地に混ぜ込んだものなど種類はさまざま。王道

も良いけど、ちょっとユニークなカップケーキも試す価値あり！

小麦粉の代わりにヘーゼル

ナッツミールを使ったグル

テンフリーのカップケー

キ。バニラクリーム・アイ

シングにチョコレートのデ

コレーションが贅沢。

協 力 し て く れ た カ フ ェ 2 店 舗

SW

SA

SA

SW

SA
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