
 

 

Spider web chocolate cupcakes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparation Method/作り方 

White Rose CCC 

 

 

     

Ingredients/材料 
● 1 tbsp lemon juice/ 

レモン汁（大さじ 1つ） 

● milk/ミルク 220ml 

● plain flour / 小麦粉 220ｇ 

● cocoa powder / ココアパウダー 60ｇ 

● baking soda / 重炭酸ソーダ （小さじ 1つ） 

● butter, softened / 室温したバター 110ｇ 

● sugar / 砂糖 250ｇ 

● 1 tsp instant coffee (dissolve in 1 tbsp hot 

water) / インスタントコーヒー小さじ 1つ 

  （お湯大さじ 1つに溶かせておく） 

● 2 large eggs / 卵大 2個 

For the topping 

120g each of white chocolate, dark chocolate 

ホワイト、ビターチョコレート 各 120g 

  

1. Preheat oven to 180C. Line 18 cupcake tins with paper cupcake cases. Paper cups from the 100 yen 
store work just as well. 
オーブンを 180度で予熱しておく。100円ショップなどで買ったカップを 18個用意しておく。 

2. Add lemon juice to milk and set aside. 
レモンジュースとミルクを混ぜておく。 

3. Sift the flour, cocoa powder and bicarbonate of soda together into a large bowl. 
小麦粉、ココアパウダー、重炭酸ソーダをふるいにかけて、大きなボールに入れておく。 

4. In a separate bowl, cream the butter with half of the sugar until light and fluffy. 
別のボールにバターをゴムベラで混ぜ、そこに砂糖を半分（125ｇ）加えて、白っぽくなるまで混ぜる。 

5. Beat the dissolved coffee in with the eggs. Beat this egg mixture into the batter, followed by the 
remainder of the sugar.  
卵にコーヒーを加えて混ぜる。④に加える。残り砂糖（125ｇ）も加えて、しっかり混ぜる。 

6. Beat the flour mixture into the batter a third at a time, alternating with a third of the soured 
milk until it is evenly mixed.  
②と③を順番に、３回にわけて加える。加えたとき、そのつどしっかり混ぜる。 

7. Spoon the cake batter into the cases. Bake for 20 minutes. 
用意されたコップに７分目まで生地を入れ、180度のオーブンで 20分焼く。 

仕上げに・To decorate 
8. Break the dark and white chocolate into separate bowls and melt in the microwave. Take two icing 

bags and put 2 spoonsful of dark chocolate in one bag and the same of white chocolate in the other. 
ビターチョコレート、ホワイトチョコレートを別べつのボールに入れ、電池レンジで溶かせておく。アイシン
グバッグを二つ用意して、それぞれにビターチョコレート、ホワイトチョコレート各大さじ 2杯入れる。 

9. Working with one cupcake at a time, spread the dark chocolate from the bowl, then pipe four 
concentric circles of white chocolate on top. Using a small skewer, drag through the circles at 
regular intervals, from the centre to the edge, to create a cobweb effect. Repeat with 8 more 
cupcakes. On the remaining 9, spread over the white chocolate and decorate with the dark. 
カップケーキ一個ずつをデコレションする。9個のカップケーキにボールに残っているビターチョコレートを
塗る。アイシングバッグに入っているホワイトチョコレートを使って同心円を、0.5~1cm間隔で描く。円を描
いたら串 を使い、カップケーキの中心から外に向けて引きずりながら線を入れる。クモの巣のデザインにな
るように 5~8 回繰り返す。残り半分のカップケーキに同じようにホワイトチョコレートを塗り、アイシング
バッグに入っているビターチョコレートでデコレションする。 
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