
001_ デザイン・レイアウト・ブロック

1　配置カラムの上からの表示順
サイドカラムより先にメインカラムを読み込むレイアウトになっています。

メインカラム→左カラム→右カラムの順で構成されています。

管理画面の「ページ管理」で各カラムにブロックを配置したとき、PC 画面では管理画面と同様のカラム配置で表示されますが、ス
マホ画面ではメインカラムが一番上に表示されます。

（デフォルトの EC-CUBE では、左カラムが一番上に表示されます）



2　スタイルシート（CSS）について

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■ ||||||||||||||| */



3　Bootstrap アイコンを利用

記述タグ例
--------------------------------
<span class="cb glyphicon glyphicon-star"></span>
--------------------------------

アイコン一覧
http://bootstrap3.cyberlab.info/components/glyphiconsTable.html

4　ヘッダー部について



テンプレートファイルの場所
■ src/Eccube/Resource/template/default/Block/

　（1）ロゴ　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/default/img/common/logo.png
③　スマホでは、ロゴが中央に表示されます。

　（2）カゴの中　cart.twig
▼ヘッダー上部のメニューは、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>

　（3）商品検索　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。



　（4）ログイン　login.twig
グローバルメニューのカテゴリーの部分は自動で表示されます。
カテゴリをたくさん登録していくと、グローバルメニューに収まらなくなりレイアウトが崩れてしまいます。
そのときは、（1）グローバルメニューの「カテゴリー」部分を非表示にするか、または、（2）「カテゴリー」部
分を手動で入力して対応します。あるいは、（3）カテゴリを一つにまとめてしまうことも可能です。

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

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

①　上記方法（[sp] を追加）で非表示
23 行目付近、class に [sp] を追加

▼ 2 階層がある場合

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

▼ 3 階層がある場合

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

　（1）グローバルメニューの「カテゴリー」部分を非表示にする方法

　（2）「カテゴリー」部分を手動で入力（プルダウンメニューの作り方）

②　コードを削除する
42 行目付近、61 行目付近、（2 箇所）

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

まずは、下記のどちらかの方法で自動で表示される「カテゴリー」部分を非表示にします。

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

23 行目付近、class に [sp] を追加

<ul class="member_link category-nav"> 内にリストを追加します。

▼階層なしの場合



　（3）カテゴリーを一つにまとめる

左図のような形にすることが可能です。

2 箇所を変更します。

▼変更前
--------------------------------------
{% for Category in Categories %}
 {{ _self.tree(Category) }}
{% endfor %}
--------------------------------------

▼変更後
--------------------------------------
<li>
 <a href="{{ url('product_list') }}"> 全商品 </a>
 <ul>
 {% for Category in Categories %}
  {{ _self.tree(Category) }}
 {% endfor %}
 </ul>
</li>
--------------------------------------



5　その他のデフォルト EC-CUBE のブロック修正

　（1）カテゴリ　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。

　（2）新着情報　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

　（3）フリーエリア　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



　（4）ギャラリー　garally.twig
slick.min.js を利用し、カルーセルを適用しています。

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


