
デザインテンプレートのインストール

1　プログラムファイルの入れ替え

LoginController.php の入れ替え
ダウンロード商品に同梱されている下記ファイルを入れ替えます。
■ src/Eccube/Controller/Block/LoginController.php

EC-CUBE3.0.10 または EC-CUBE3.0.11 の場合は、
src_EC-CUBE 3.0.10 or EC-CUBE 3.0.11 フォルダのファイルを使用して下さい。
EC-CUBE3.0.12 ～ EC-CUBE3.0.17の場合は、
src_EC-CUBE 3.0.12 ～ EC-CUBE 3.0.17 フォルダのファイルを使用して下さい。

LoginController.php は、グローバルメニュー（login.twig、ブロック名：ログイン）をコントロールしているファイルです。
グローバルメニューで、「カテゴリー」を読み込むためにファイルの入れ替えが必要です。

LoginController.php の変更点
▼ EC-CUBE3.0.10 または EC-CUBE3.0.11（赤字を追加しています）
------------------------------------
        $email = $request->cookies->get('email');

        /* @var $form \Symfony\Component\Form\FormInterface */
        $form = $app['form.factory']
            ->createNamedBuilder('', 'customer_login')
            ->getForm();

        // ▼カテゴリ読み込み
  $Categories = $app['eccube.repository.category']
            ->findBy(
                array('Parent' => null),
                array('rank' => 'DESC')
            );

        return $app->render('Block/login.twig', array(
            'error' => $app['security.last_error']($request),
            'email' => $email,
            'form' => $form->createView(),

            'Categories' => $Categories /* ■カテゴリ読み込み */
        ));
------------------------------------
▼ EC-CUBE3.0.12 ～ EC-CUBE3.0.17

【変更前】
------------------------------------
        return $app->render('Block/login.twig'); 
------------------------------------

【変更後】
------------------------------------
        //return $app->render('Block/login.twig'); 
  // ↓【上記箇所を修正】 
   
        // ▼カテゴリ読み込み 
  $Categories = $app['eccube.repository.category'] 
            ->findBy( 
                array('Parent' => null), 
                array('rank' => 'DESC') 
            ); 
        return $app->render('Block/login.twig', array( 
            'Categories' => $Categories /* ■カテゴリ読み込み */ 
        )); 
------------------------------------

こうすることで、カテゴリブロックを「#header」から外し、自由に配置することができます。



2　テンプレートのアップロード

（1）オーナーズストア＞テンプレート＞アップロード

（2）コード・名称の入力とファイルのアップロード

　　テンプレートコード：半角英数字、名称は自由。
　　テンプレート名：名称は自由。
　　テンプレートファイル：[.tar.gz] 拡張子のダウンロード商品を選択

（3）オーナーズストア＞テンプレート＞テンプレート一覧で、テンプレートを選択後「登録」する。

（4）テンプレートを登録するとテンプレートコード名でフォルダが 2 つ生成されます。
　　カスタマイズを行う際は、このフォルダのファイルを編集することになります。
　　■ app/template/[ テンプレートコード ]　← twig ファイル
　　■ html/template[ テンプレートコード ]　← css fonts img js フォルダ



3　テンプレート適用後

（1）テンプレートは管理画面には適用されません。
EC-CUBE3 のデフォルト状態で、TOP ページのブロック配置は下図のようになっています。

（2）テンプレート適用後の TOP ページ



（3）カテゴリブロックは「#header」に配置してあっても表示されません。
下図のように、カテゴリブロックを未使用ブロックに置いたとしてもグローバルメニューには読み込まれていないので、フロント
ページのレイアウトには影響しません。

4　プラグインのインストール

（1）オーナーズストア＞プラグイン＞プラグイン一覧の「独自プラグイン」で、ダウンロード商品に同梱
されているプラグインをアップロードします。



（2）プラグインをすべてアップロードした状態

（3）コンテンツ管理＞ページ管理＞ TOP ページ＞レイアウト編集（プラグイン有効直後）



（4）各ブロックを配置します。
　　おすすめ商品ブロックの全ページチェックは外してます。

（5）TOP ページ

①　おすすめ商品：管理画面で登録すると反映されます。
②　売上ランキング：商品が購入されると反映されます。
③　最近チェックした商品：商品詳細ページを閲覧すると反
映されます。
④　ショッピングガイド：基本情報設定＞特定商取引法で登
録した内容が反映されます。

「送料について」と「配送について」は、「ショッピングガイド」
プラグインの「設定」が反映されます。



（6）コンテンツ管理＞ページ管理＞商品一覧ページ
＞レイアウト編集

「#side_left」にカテゴリブロック等を配置します。

（7）商品一覧ページ



5　TOP ページの画像スライド（画像カルーセル）

スライドの動作パターンを 21 種類の中から選択することができます。
詳細については下記をご覧ください。

http://www.kaiplus.com/user_data/ec3top_slider.php

6　Body 背景やヘッダー背景を簡単に変更

詳細については下記をご覧ください。

http://www.kaiplus.com/user_data/design_ec3.php



カスタマイズ内容

1 スタイルシートの変更
EC-CUBE3 のデフォルト CSS　style.css　default.css　はほとんど修正していません。

「default.css」の最後に、独自の CSS を追加しています。

（1）style.css の変更点
①　全体の幅を変更

/* --------------------------------
 Common
-------------------------------- */

.inner {
    max-width: 1150px;
}

/* ★全体の幅を変更★ */
.inner {
    max-width: 1000px;
}

②　価格表示の変更

.item_price {
    color: #525263;
    font-weight: bold;
}

↓【変更】

.item_price {
    color: #525263;
    font-weight: bold;
}
.item_price {
    color: #C00;
    font-weight: normal;
}

③　追加

/* ▼レイアウト変更（スマホ表示の際、メインカラム（#main）が上に表示されるようにする） */
 
/* レフトカラムにのみブロックあり */
.theme_side_left #side_left {
   float: left;
   width: 25%;
   padding-right: 16px;
}
.theme_side_left #main {
   float:right;
   width:75%;
}
 
/* レフトカラムとライトカラムにブロックあり */
.main-left {
   float:left;
   width:75%;
}
.theme_side_both #side_left {
   float: left;
   width: 33.3%;
   padding-right: 16px;
}
.theme_side_both #main {
   float: right;
   width:66.6%;
}

（2）default.css の最後に独自の CSS を記述
下記の記述以降が独自 CSS です。

/* ||||||||||||||| ■デザインテンプレートカスタマイズ■ ||||||||||||||| */



2　EC-CUBE3 のデフォルト：
サイドカラムにブロックを配置したときのレイアウト

（1）EC-CUBE3 のデフォルト状態で「#side_left」にブロック
を配置します。

（2）フロントページでは下図のように表示されます。

（3）スマホで見たとき、「#side_left」のブロックがメインカ
ラムのコンテンツよりも上に表示されます。



3　本デザインテンプレートを適用：
サイドカラムにブロックを配置したときのレイアウト

（1）TOP ページの画像スライド部分は、「#contents_top」に読み込ませてい
るので、サイドカラム・メインカラムよりも上に表示されます。

（2）サイドカラムより先にメインカラムを読
み込んでいるので、スマホで見たとき、メイ
ンカラムが常に上に表示されます。
表示順は、「メインカラム」「#side_left」

「#side_right」の順です。



4　ブロックについて

（1）グローバルメニューのカテゴリ表示
【カテゴリ数が多くグローバルメニューのレイアウトが崩れてしまう時の対応】

①　グローバルメニューでは非表示にし、ドロワーメニューでは表示する

{% macro tree(Category) %}
    <li class="category_list sp">

②　グローバルメニュー、ドロワーメニューで非表示にする場合は、コードを削除する。（2 箇所）
42 行目付近、61 行目付近、

   {% for Category in Categories %}
    {{ _self.tree(Category) }}
   {% endfor %}

③　カテゴリを手動で入力する

           <li>
                <a href="{{ url('product_list') }}?category_id=2"> インテリア </a>
            </li>

■ app/template/[ テンプレートコード ]/Block/login.twig
23 行目付近、class に [sp] を追加

（2）グローバルメニュー：プルダウンの作り方
▼ 1 階層（バナーに表示されるリスト）のみ

<li>
　　<a href="{{ url('*****') }}"> ■■■ </a>
</li>

▼ 2 階層あり

<li>
　　<a href="{{ url('*****') }}"> ■■■ </a>
　　<ul>
　　　　<li>
　　　　　　<a href="{{ url('*****') }}"> ●●● </a>
　　　　</li>
　　</ul>
</li>

▼ 3 階層あり

<li>
　　<a href="{{ url('*****') }}"> ■■■ </a>
　　<ul>
　　　　<li>
　　　　　　<a href="{{ url('*****') }}"> ●●● </a>
　　　　　　<ul>
　　　　　　　　<li><a href="{{ url('*****') }}"> ◆◆◆ </a></li>
　　　　　　</ul>
　　　　</li>
　　</ul>
</li>



（3）ヘッダー上部のメニュー：cart.twig（カゴの中）に記述

■ app/template/[ テンプレートコード ]/Block/cart.twig
22 行目付近

<!-- ▼ヘッダーメニュー -->
<div id="header_menu_area">
 <ul class="header_menu_link">
  <li>
   <a href="{{ url('help_about') }}">
    <span class="cb glyphicon glyphicon-star"></span> 当サイトについて
   </a>
  </li>
  <li>
   <a href="{{ url('help_privacy') }}">
    <span class="cb glyphicon glyphicon-user"></span> プライバシーポリシー
   </a>
  </li>
  <li>
   <a href="{{ url('help_tradelaw') }}">
    <span class="cb glyphicon glyphicon-list-alt"></span> 特定商取引法表記
   </a>
  </li>
  <li>
   <a href="{{ url('contact') }}">
    <span class="cb glyphicon glyphicon-pencil"></span> お問い合わせ
   </a>
  </li>
 </ul>
</div>

アイコンは、Bootstrap を利用しています。
■ html/[ テンプレートコード ]/fonts

▼記述タグ

<span class="cb glyphicon glyphicon-star"></span>

http://glyphicons.bootstrapcheatsheets.com/
ここにアクセスし、アイコンの下にある Copy をクリックするとタグをコピーできます。
Copy → </>HTML Tag



（4）商品検索

■ app/template/[ テンプレートコード ]/Block/search_product.twig
[HOT 検索キーワード ] の記述

<div class="word_search">
 <span class="hot">HOT 検索キーワード：</span>
 {# ▼ #}
 {% set name = ' ディナー ' %}
 <a href="{{ url('product_list') }}?category_id=&name={{ name }}">{{ name }}</a>
 {# ▼ #}
 {% set name = ' フォーク ' %}
 <a href="{{ url('product_list') }}?category_id=&name={{ name }}">{{ name }}</a>
 {# ▼ #}
 {% set name = ' パーコレーター ' %}
 <a href="{{ url('product_list') }}?category_id=&name={{ name }}">{{ name }}</a>
 {# ▼ #}
 {% set name = '' %}
 <a href="{{ url('product_list') }}?category_id=&name={{ name }}">{{ name }}</a>
 {# ▼ #}
 {% set name = '' %}
 <a href="{{ url('product_list') }}?category_id=&name={{ name }}">{{ name }}</a>
</div>

①　商品に合わせて「ディナー」等のキーワードを変更してください。
②　追加する場合は、set name = '' にキーワードを入力してください。

（5）ロゴ
■ app/template/[ テンプレートコード ]/Block/logo.twig
①　テキストから画像に変更しています。

<div class="header_logo"><a href="{{ url('homepage') }}"><img src="{{ app.config.front_urlpath }}/img/
common/logo.png" /></a></div>

②　ロゴ画像の場所
■ html/template/[ テンプレートコード ]/img/common/logo.png
③　スマホでは、ロゴが中央に表示されます。

（6）カテゴリ
■ app/template/[ テンプレートコード ]/Block/category.twig
・#header に配置しても表示されません。
・ドロワーメニューには反映されません。
・子カテゴリはアコーディオン形式で開きます。



（7）新着情報
■ app/template/[ テンプレートコード ]/Block/news.twig
class のカラム設定を削除し、free.twig と横並びの設定になっているのを解除しています。

col-sm-9

（8）フリーエリア
■ app/template/[ テンプレートコード ]/Block/free.twig
class のカラム設定を削除し、news.twig と横並びの設定になっているのを解除しています。

col-sm-3

（9）ギャラリー

■ app/template/[ テンプレートコード ]/Block/garally.twig
slick.min.js を利用し、カルーセルを適用しています。



（10）ショッピングガイド

■ app/template/[ テンプレートコード ]/Block/shoppingguideitoben.twig
①　オーナーズストア＞プラグイン＞プラグイン一覧のショッピングガイドの「設定」をクリックします。
②　「送料について」と「配送について」を入力すると、フロントページに反映されます。HTML タグの入力も可能です。

（11）おすすめ商品

■ app/template/[ テンプレートコード ]/Block/recommend_product_block.twig
slick.min.js を利用し、カルーセルを適用しています。



（12）売上ランキング
■ app/template/[ テンプレートコード ]/Block/sales_ranking.twig
slick.min.js を利用し、カルーセルを適用しています。
プラグイン一覧の「設定」で「集計期間」と「表示個数」が設定できます。

（13）最近チェックした商品
■ app/template/[ テンプレートコード ]/Block/checkeditem.twig
slick.min.js を利用し、カルーセルを適用しています。
プラグイン一覧の「設定」で「保存日数」「表示個数」「履歴削除ボタン」が設定できます。



（14）定休日管理プラグイン
■ app/template/[ テンプレートコード ]/Block/pg_calendar.twig
休日は赤丸で表示されるように修正しています。



5　商品詳細ページ

（1）商品画像

①　商品画像をクリックすると、登録時の画像（長辺 640px）がモーダルウィンドウで表示されます。

②　サムネイル画像が 4 つ以上になると、スライド（カルーセル）するようになります。

サイズの異なる画像を登録した場合、表示領域の高さは一番高
い画像の高さになります。

同じサイズの画像を登録すると、見た目がよいでしょう。



（2）関連商品
①　slick.min.js を利用し、カルーセルを適用しています。

②　登録商品数を 9 個に変更しています。

■ app/Plugin/RelatedProduct/Event.php
153 行目付近

$loop = 5 - count($RelatedProducts);
↓【変更】
$loop = 9 - count($RelatedProducts);

■ app/Plugin/RelatedProduct/Resource/template/Admin/modal.twig
16 行目付近

for (var i = 0; i < 5; i++) {
↓【変更】
for (var i = 0; i < 9; i++) {

③　" 関連商品 " の文言を変更する場合は、下記ファイルを編集します。

■ app/Plugin/RelatedProduct/Resource/template/Front/related_product.twig


