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はじめに

数あるお菓子の型の中で、マフィン型ほど親しみやすくて使いやすい型はないと感じています。

「マフィン型」という名前のイメージから、
この型を使って焼くのはマフィンだけ、なんて思ってしまいがちですが、
いえいえ、この型、びっくりするほど応用範囲の広い型なんです。

マフィンはもちろんのこと、シフォンケーキ、チーズケーキ、パイやタルトから、
軽食にもなる塩味のお菓子まで、どんなお菓子も焼きこなしてしまうという頼もしさ。
小さいから、短時間で焼き上がるのも嬉しく、
１個の分量が、毎日のおやつにも、贈り物にもちょうどいいサイズ。
コロンと丸いシンプルな形は、贈り物にしても大げさにならず
マフィン型で焼いたガトーショコラやバターケーキは、私のプレゼントスイーツの定番でもあります。

また、グラシンカップの代わりにオーブンペーパーを敷き込んだり、生地を直接流し込んで焼いたり、
また、１個のマフィン型に入れる生地の分量を変えたりすれば、
焼き上がったお菓子の印象がガラリと変わってくるのも面白いところ。

子どもの頃からずっとお菓子を焼いてきて、
それはそれはたくさんのお菓子の型が私のもとに集まってきましたが、
この中で、どうしてもひとつしか持てないとなれば、きっと私はマフィン型を選ぶんじゃないかな。
そんな思いを強くしながら、この本を作りました。

型選びは、お菓子作りの楽しみのひとつです。
だけど、あれもこれもとたくさんのお菓子の型を持たなくたって、お菓子作りは十分に楽しめるもの。
これからお菓子作りを始めてみようかな、と考えていらっしゃる方、
まずは、マフィン型から始めてみませんか？

たったひとつの型から広がる幾通りもの表情を持ったお菓子の世界、
それを作り出すことの楽しさと、どうぞ出会ってみてくださいね。
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レシピの決まり
q レシピ内の大さじ1 は15ml、小さじ1 は5mlです。
q 卵はＬサイズを使用しています。
q 室温とあるのは20～22℃前後を意味します。
q 特に記載のない場合、電子レンジは600Wを
   目安にしています。
   機種によって多少差が出ることがあるので
   様子を見ながら加減してください。
q オーブンはガスオーブンを使用しています。
   機種や熱源によって焼き時間が
   異なる場合もありますので、
   様子を見ながら加減してください。



フードプロセッサー
チーズケーキ、タルト、スコー
ン、クッキー、くるくるブレッ
ドなどにあると本当に便利。
びっくりするほどあっという間
に生地が完成します。

A B C

7
泡立て器

材料を混ぜ合わせたり、泡立て
たり、また、ボウルの中で粉類
をふるい合わせたりするのにも
使います。よく使うボウルの大
きさに合わせて、使いやすいサ
イズを選んで。

6
ストレーナー

粉類をふるったり、チーズケー
キの生地をなめらかに裏ごしし
たりする時に使う、万能ザル。
粉類をふるう際、専用の粉ふる
いやシフターをお持ちの方は、
そちらを使ってくださいね。

8
マフィン型

１個の大きさは、直径７cm、
高さ約３cm。６個連結で、樹
脂加工されている一般的なもの
を使用しました。

基本的には、専用のグラシンカップを敷きます（A）。グラシンカップの代わりに小さく切っ
たオーブンペーパーを敷き込むと、また表情の違ったマフィンになります。生地を直接流
し込む場合は、スプレーオイルを吹き付けたり（B）、バターを塗ったりして型ばなれをよ
くします。また、オイルやバターで下準備をした場合、帯状に切ったオーブンペーパーを
敷いてから（C）生地を入れると、焼き上がったお菓子が取り出しやすくなります。

2
ゴムベラ

粉類や具になる材料をさっくり
と混ぜる時に使います。長さは
24cm前後、耐熱のシリコン製
で、ヘラと柄の部分が一体に
なっているものがおすすめ。小
さなサイズも1本あると、細か
い作業で重宝します。

1
ボウル

材料の分量に合った大きさのボ
ウルを選ぶと作業しやすいで
す。材質はステンレスがおすす
め。電子レンジにかけてバター
を溶かしたり、カスタードク
リームを作る場合は、耐熱のガ
ラスのボウルを。

3
計量スプーン

少量の粉類や液体の材料を計り
ます。基本的な大さじ１（15ml）、
小さじ１（5ml）のほか、塩やベー
キングパウダー、ドライイース
トなどをごく少量計る時に小さ
じ½と小さじ¼もあると、とて
も便利です。

4
デジタルスケール

材料をきちんと量ることが大切
なお菓子作りの必需品。これか
ら選ぶなら、１g単位で量れる
デジタルのものが断然おすすめ。
ストレスなくスムーズに、正確
に計量できます。

5
ハンドミキサー

バターや卵を泡立てる際に主に
使用します。泡立て器でも代用
できますが、ハンドミキサーな
ら腕が疲れることなくラクに、
しかも短時間で、泡立てる作業
をこなしてくれます。
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◆マフィン型の下準備について
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1
アーモンドパウダー

アーモンドを細かなパウダー状
に挽いたものです。粉類として
使用することで、生地にアーモ
ンドの風味やコクが加わり、お
菓子の味わいがより深くなりま
す。

2
強力粉

ドライイーストで膨らませるお
菓子に。ボリュームの出やすい

「ゴールデンヨット」を使用しま
した。粉の旨みはあっさりとし
ているので、分量の２～５割を
国産の強力粉に置き換えると風
味がぐんとよくなります。

3
薄力粉

入手しやすいお好みのもので
OKです。本書では、ふわっと
軽くやさしい味わいに仕上がる

「特宝笠」を使用しました。クッ
キーやタルト生地などには、粉
の風味豊かな「ドルチェ」もよ
く合います。

材料

1

2

4
5

6

7

3

粉類

バター
本書で使用したバターは、全て
食塩不使用のものです。もしあ
れば、発酵バターを分量の半分
程度置き換えると、一層香りよ
く、風味豊かに焼き上がります。
有塩バターは塩気が強く出てし
まうので、避けて。

オイル
さらりとしていて油っぽさのな
いオレインリッチ（ひまわり油）
を使用しました。ほかに、菜種
油や太白胡麻油などクセのない
植物性のオイルなら何でも OK
です。塩味のお菓子にはエキス
トラバージンオリーブオイルを
使用。お手持ちのオリーブオイ
ルが個性の強いタイプなら、半
量をクセのない植物性オイルに
置き換えると食べやすく焼き上
がります。

バター・オイル

牛乳
適度なコクのある成分無調整の
ものを。低脂肪乳や無脂肪乳で
はない牛乳を使いますが、逆に、
ミルクの風味が強くなる濃厚な
タイプへの置き換えは OKです。

卵
本書では、Ｌサイズの卵を使用
しました。正味の重量は、卵黄
20g、卵白40gが目安です。小
さなサイズの卵を使う時は、換
算して計量してください。

生クリーム
乳脂肪分45％のものを使用しま
した。植物性脂肪の生クリーム
よりも、ぜひ純動物性脂肪のも
のを。味わいが全く違います。
トッピングとして使用する場合
は、軽い味わいの乳脂肪分40％
程度のものもおすすめ。

ヨーグルト
無糖で酸味のやわらかなプレー
ンタイプを使用しました。ヨー
グルトの表面にホエー（乳清）が
浮いている場合は、その部分を
除いて使って。

卵・乳製品

4
インスタントドライイースト
パンマフィンとくるくるブレッ
ドに使用。パンを焼く習慣のな
い方には、小分けにされたもの
がおすすめ。使いやすい分量ず
つ密閉されているので、新鮮さ
が保てます。

5
ベーキングパウダー

生地をふっくらと膨らませる役
目をします。苦みやえぐみのな
いもの、アルミニウムフリーな
らより安心です。

6
砂糖

クセのない甘みのグラニュー糖
をメインに使っています。製菓
用の微粒タイプだと溶けやす
く、ほかの材料ともなじみやす
いので、特におすすめ。お菓子
によっては、きび砂糖、黒糖、
メープルシュガーなど、風味と
個性のある砂糖も使いました。

7
塩

使うのはほんの少量ですが、お
菓子の甘みを引き立たせ、味を
引き締めてくれます。できれば
精製されたものではなく、丸み
のある塩気と旨みを持った天然
の塩を。
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