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表示商品の登録（登録最大件数 20 件、パラメータで設定）
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コンテンツ登録（登録最大件数 5 件、パラメータで設定）
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ページ下部の登録
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ページ下部の登録
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ランディングページ設定
ランディングページ専用フレーム
非稼働： サイト内に表示。デザイン管理のレイアウト設定に基づい

て表示されます。（スマホで閲覧したとき、レスポンシブ Web デザ
インとして表示されません）
【PC】

【スマホ】

【公開・非公開】
非公開を選択すると、ネット上には表示されません。
管理者は、非公開の状態でも閲覧できるので、状況を確認しながら
作成することが可能です。
【ページタイトル】
ランディングページのタイトルとして扱われます。
【URL 名】
ラ ン デ ィ ン グ ペ ー ジ の URL に 任 意 の テ キ ス ト を 設 定 で き ま す。

稼働： レスポンシブ Web デザイン（スマホ対応）。

Smarty/templates/default/landing フォルダ、
header.tpl と footer.tpl が反映されます。
【PC】
【スマホ】

ご利用のサーバで、.htaccess ファイルが使用できない場合は、静的
URL は無効にしてください。
パラメータ設定の、LANDING_STATIC_URL の値を false に変更す
ることで無効にできます。
さらに、■ html/landing/.htaccess を削除してください。
【ランディングページ専用フレーム】
右図参照
【カノニカルタグ】
同じような内容が書かれたページが複数存在していると、検索エン
ジンは重複コンテンツと見なして評価をしなくなる傾向があります
ので、カノニカルタグが必要な場合は入力します。
【ヘッダー左上、サイト概要文】
ロゴの上に表示されます。
【メタタグ：Author、Description、Keywords】
ソースコードに反映されます。
【レビュー表示】
ランディングページに登録した商品のレビューが表示されます。
登録しない商品のレビューは表示されません。
【特定商取引表記】
表示タイトル「ご注文時の注意点」を、パラメータ設定で変更する
ことができます。すべてのランディングページに反映されます。
パラメータ設定

LANDING_LAW_TITLE

【お問い合わせフォーム】

お問い合わせフォーム
■ html/user_data/packages/default/css/landing.css

「フリガナ」「郵便番号」「住所」「電話番号」は表示していません。
( 右図参照 )
【ソーシャルボタン】
次ページをご覧ください。
【ブロックで、このページを表示するか】
配置したブロック上で、リンク先を非表示にすることができます。

display:none; を コ メ ン ト ア ウ
トするか、削除すると右図のよう
に項目が表示されるようになりま
す。

ソーシャルボタンについて
Facebook の App_ID、Twitter アカウントをお持ちであれば、パラ
メータ設定でそれらを登録することにより、より効果的に使用する
ことができます。

Facebook
いわゆる「OGP」が仕組まれていますので、利用者が「いいね！」
ボタンをクリックすると、利用者の友達のタイムラインに右図のよ
うに表示され、画像等をクリックするとランディングページが開く
ようになっています。
画像は下記優先順位で表示されます。
-----------------------------------------1. 商品 ID 欄の「商品 ID（1）」
2．コンテンツ欄の「画像（1）」
3．コンテンツ欄の「画像（2）」
4．コンテンツ欄の「画像（3）」
5．コンテンツ欄の「画像（4）」
6．コンテンツ欄の「画像（5）」
-----------------------------------------コンテンツ欄の画像を表示させたいときは、商品 ID 欄の「商品 ID
（1）
」を空にして登録します。

ツイッター
クリックした利用者のフォロワーのタイムラインに、アカウントも
表示されるようになります。

グーグルボタンとツイートボタンのカウントが増えてボタンが重
なった時は、パラメータ設定の、SOCIAL_GOOGLE_RIGHT
は SOCIAL_TWITTER_RIGHT で調整することができます。

また

管理画面

システム設定＞パラメーター設定
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コンテンツ登録
コンテンツを作成するためのボックスはデフォルトでは５件表示さ
れます。
最大登録件数も 5 件ですが、パラメータ設定の、
LANDING_CONTENT_NUM の値を変更することで、表示件数を少
なくすることができます。

alt 属性欄に入力すると、ソースコードに反映されます。

左図の管理画面は、下のように表示されます。
コンテンツ 4 には画像のみを登録、余白を 0px に設定しているので、
画像と画像の間に隙間がありません。このようにすると、1 枚の画像
のように見せることも可能です。

【画像】
PC 上の画像を参照し、アップロードします。
950px を超える画像でも、950px にリサイズされます。
画質を保つためには事前に 950px の画像を用意し、それをアップロー
ドするといいでしょう。
alt 属性を入力することで、ソースコードに反映されます。
SEO 対策のためには必ず入力しておいた方がいいでしょう。
( 右図参照 )
【画像クリック時のリンク先】
画像をクリックすると、指定した URL を開きます。
http:// ～ から始まる URL を入力します。
【リンク先の開き方】
上記のリンク先欄入力時に有効です。
【画像の下に表示するコメント】
CKEditor を利用して、文書を作成することができます。
使い方は、CKEditor の使い方マニュアルをご覧ください。
なお、画像の下には余白を設定していないので、余白を設けたいと
きは、コメント欄の最初に改行等を入れるなどして調整してくださ
い。
【YouTube】
YouTube の動画 ID を入力することで表示されます。
【コンテンツの下の余白】
コンテンツとコンテンツの間は、0px になっています。余白を設け
たいときは、ここの数値を 20 等に変更します。
複数のコンテンツに画像だけを登録し、余白 0px の状態にしておく
と、画像と画像の間に隙間が空かず、一枚の画像として見せること
もできます。
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表示商品の登録
商品表示のレイアウト
【1 列】

【2 列横並び】
【商品 ID】
最大 20 件登録することができます。
パラメータ設定の、LANDING_PRODUCT_NUM の値を変更するこ
とで、表示件数を少なくすることができます。
（ ）数字は表示の順番を示すものではありません。登録の新しい順に
表示されます。
商品 ID 検索ボタンをクリックすると別ウィンドウが立ち上がり、商
品 ID を簡単に見つけ出すことができます。
【表示レイアウト】
表示のレイアウトを簡単に変更することができます。

【3 列横並び】

商品の表示数に合わせて、最適な表示方法を選択してください。
( 右図参照 )
【一覧 - メインコメントの表示】
コメントを表示させないこともできます。
【カート投入ボタン】
直接カゴの中に入れることができます。
非表示にすると、
ボタン・画像・商品名クリックで
商品詳細ページに移動します。
【商品詳細ページの開き方】
商品名や画像をクリックすると、商品詳細ページを開きます。その
時のページの開き方を指定します。
【5 列横並び】

【4 列横並び】
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ページ下部の登録

レビューの下に表示されます。

コンテンツ管理＞ランディングページ管理

ランディングページを作成したり、編集したりする場合は、
コンテンツ管理＞ランディングページ管理 を開きます。
【新規作成】
ページを作成するときは、「ランディングページを新規入力」ボタン
をクリックします。
【編集】
ページを編集するときは、「編集」をクリックします。
【確認】
非公開に設定されているページはグレーで表示され、サイト上には
公開されませんが、管理者は「確認」をクリックすることでページ
をプレビューすることができます。
【削除】
ページを削除します。
【移動】
「ランディングページメニュー」ブロックを配置している場合に、ブ
ロックに反映されます。
( 右図参照 )

ブロックの「LandingPage」というタイトルを変更する場合は、
■ data/Smarty/templates/default/frontparts/bloc/landing.tpl
上記ファイルを開き、6 行目付近
<h2>LandingPage</h2>

を修正してください。

テンプレートファイルのカスタマイズ
ヘッダー

■ data/Smarty/templates/default/landing/header.tpl

ランディングページのロゴは、EC サイトと同じ、
img/common/logo.gif

ランディングページ専用のロゴに変更することも可能

を読み込んでいます。

<img src="<!--{$TPL_URLPATH}-->img/common/logo.gif"
alt="<!--{$arrSiteInfo.shop_name|h}-->
現行サイトのロゴを EC-CUBE のデフォルト状態から変更している
場合は、それに合わせる必要があります。

ボタンの下に電話番号等を表示。

▼ランディングページ専用のロゴに変更

1 つの方法として、div ボックスの背景に設定する。

(1) common フォルダに、たとえば新規ロゴ画像として、
logo.png を置きます。
(2) 上記コードを、･･･img/common/logo.png と修正します。
▼ボタンの下に電話番号を表示するには
(1) common フォルダに、たとえば bg_header_tel.png という
画像を置きます。
(2) ■ html/user_data/packages/default/css/landing.css
ヘッダーの箇所に、赤字を追加します。
/* PC 向けのスタイル：980px */
@media only screen and (min-width: 980px) {
.lp_header {
width: 950px;
background: url(../img/common/bg_header_tel.png) no-repeat right
bottom;
}
}

▼「ホーム」ボタン
ボタンをクリックすると別ウィンドウで開きます。
ロゴをクリックすると同一ウィンドウで開きます。
ボタン：<a href="･････" target="_blank">
ロゴ：<a href="･････">
▼「お問い合わせ」ボタン
<!--{if $arrRet.contact_check == 2}-->
<a href="<!--{$smarty.const.HTTPS_URL}-->contact/<!-{$smarty.const.DIR_INDEX_PATH}-->" target="_blank">
<!--{else}-->
<!--{if $tpl_sphone}-->
<a href="./lp_contact.php" target="_blank">
<!--{else}-->
<a id="header_contact_btn" href="#contact_a">
<!--{/if}-->
<!--{/if}-->
お問い合わせ </a>
※

ボタン削除
関連コードを削除し、CSS で調整してください。

※

編集可能な範囲
<!-- ▼ HEADER 編集はここから -->
******** 編集可能な範囲 *******
<!-- ▲ HEADER-->

お問い合わせボタンのクリック時の動作
■管理画面で、お問い合わせフォームを「表示しない」に設定
通常のお問い合わせ入力ページが別ウィンドウで開きます。

■管理画面で、お問い合わせフォームを「表示する」に設定
スマホでは、お問い合わせフォームを別ウィンドウで開きます。
PC では、ページ下部のお問い合わせフォームに移動します。

メイン部

■ data/Smarty/templates/default/landing/index.tpl

表示順を入れ替える場合は、ソースコードの div ボックスを移動し
てください。
たとえば、
「ご注文の注意点」を最後に表示する場合は、下記のよう
になります。
<!--{assign var=social_check value=$arrRet.social_
check}-->
<!--{if $frame_check == 1 and $social_check == 1}-->
<!-- ▼ソーシャルボタン -->
<div id="landing_socialbtn">
･･････････
</div>
<!--{/if}-->

「ご注文の注意点」ボックス
<!--{assign var=law_check value=$arrRet.law_check}-->
<!--{if $law_check == 1}-->
<!--/* ▼特定商取引表記 */-->
<div id="law">
･･････････
</div>
<!--{/if}-->

</div>
「ご注文の注意点」( 特定商取引表記 ) について
「特定商取引表記」ページと同じ項目を表示することができます。
デフォルトでは、住所や電話番号等が非表示になっていますが、右
図のソースコード、<!--{if false}--> と <!--{/if}--> を削除する
ことで表示することができます。
その際、
「ご注文の注意点」というタイトルを、内容に適したタイト
ルに変更したい場合は、パラメータ設定 LANDING_LAW_TITLE
の値を変更します。

フッター

■ data/Smarty/templates/default/landing/footer.tpl

内容を変更する場合は、下記の編集可能な範囲を修正してください。
<!-- ▼ FOOTER-->
******** 編集可能な範囲 *******
<!-- ▲ FOOTER 編集はここまで -->

