
003_ 追加機能

1　トップページ画像スライド

（1）コンテンツ管理＞トップページ画像スライド

（2）新規登録または編集画面
　非公開：表示されません。
　URL：画像クリックでのリンク先。空欄でも構いません。
　画像の幅は 968px で登録すると鮮明です。
　画像の高さは任意です。ただし、登録する画像すべてを同じ
高さにした方が見た目が良いです。

（3）インストール時の配置カラムは「#content_top」です。

（4）メインカラムに配置すると、フロントでは以下のように表
示されます。



　トップページ画像スライドの動作パターンを変更する

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

カスタマイズ版のファイル変更は下記となります。
■ src/Eccube/Resource/template/default/Block/topimage.twig
2 箇所変更してください。
margin-bottom:0px;　←スライドの下マージン（目安なので調整してください）
bloc_top_image_000.js　← jQuery スクリプト（000 ～ 021）



2　ティッカー

（1）コンテンツ管理＞ティッカー管理

（2）新規登録または編集画面
　非公開：表示されません。
　URL：テキストクリックでのリンク先。空欄でも構いません。

（3）コンテンツ管理＞ティッカー管理
　「上へ」「下へ」で並び替えてください。

（4）フロント

3　商品一覧ページを商品タグごとに表示
（1）設定＞システム情報設定＞マスターデータ管理
　「mtb_tag」を選択して項目を編集します。

（2）商品登録画面にタグが表示されます。



（3）「商品タグ検索」ブロックに登録したタグが表示されます。

（4）タグ名をクリックすると、商品一覧が表示されます。

（5）ブロックタイトル「商品タグ検索」を変更する場合は、下
記ファイルを修正してください。
■ src/Eccube/Resource/template/default/Block/tag.twig

4　ご利用ガイドブロック

リンク等を変更する場合は、下記ファイルを修正してください。
■ src/Eccube/Resource/template/default/Block/guide_block.twig

（1）ログアウト時の表示 （2）ログイン時の表示



5　QR コード
Q-R ブロックが配置されたページの Q-R コードを自動生成します。

6　TinyMCE（WYSIWYG）の利用
テキストエリアを WYSIWYG で入力できるようにします。
下記の場所に適用されます。
・商品管理＞商品登録　「商品説明」「一覧コメントを追加」「フリーエリア」
・コンテンツ管理＞新着情報管理　「本文」
・FAQ 登録・編集　「FAQ 質問」「FAQ 回答」
・カテゴリ登録　「カテゴリ説明」
幅いっぱいに表示する画像は 968px で加工すると、最大幅に対応できます。

「I」イタリックは反映されません。

設定＞基本情報＞ショップマスターで、
「無効」を選択すると、WYSIWYG の入力パレッ
トは表示されません。その際、登録したコード
は残りますので、再度テキストエリアに入力す
る必要があります。

画像の登録については、このマニュ
アルの「14　商品一覧ページ（カ
テゴリ）にテキストエリアを追加」
をご覧ください。



7　「支払い方法」の詳細を購入手続きと注文メールに表示する

（1）基本情報設定＞支払方法設定
　　各支払方法の編集画面を開きます。

（2）メールに反映されます。

（3）ご注文内容のご確認に反映されます。

「サイト表示」欄と「メール表示」欄は、入力された状態でインストールされます。
インストール後、確認・修正してください。

8　管理画面から配信するメールテンプレートが追加されています

さらにテンプレートを増やしたいときは、
「メールテンプレート機能拡張プラグイン」を利用することが可能です。
http://www.ec-cube.net/products/detail.php?product_id=1011



9　配送伝票番号・伝票 URL をメールに自動表示
・まずは、基本情報設定＞配送方法設定＞各配送方法の編集画面で、伝票 No.URL を入力します。
　この URL が注文データに登録され、メールに反映されます。　
・URL を途中で変更した場合、変更された URL は変更後の注文に対して適用されます。
　注文データに登録されている URL は変更されませんので、変更前のデータには反映されません。
・受注管理＞受注登録・編集で、お届け先情報の「配送伝票番号」を登録しないと、発送メールや MY ページには反映されません。
・複数の配送先が指定されている場合でも、配送伝票番号は配送先ごとに登録できます。

（1）基本情報設定＞配送方法設定＞各配送方法の編集画面

（2）受注管理＞受注登録・編集

（3）受注管理でメール送信を行う

（4）テンプレートを選択して「送信内容を確認」をクリック

（5）メール配信の確認画面



（6）送信されたメール

（7）MY ページ／ご注文履歴詳細

複数配送先に対応

（1）受注管理＞受注登録・編集

（2）メール配信の確認画面



10　在庫残数お知らせメール
在庫数が管理画面で設定した「しきい値」の数（以下）になると、管理者（商品注文受付メールアドレス）に在庫残数を知らせるメー
ルが自動的に配信されます。

（1）設定＞基本情報設定＞ショップマスターで、在庫残数通知
のしきい値を設定します。

（2）注文が完了し、しきい値になると、メールが配信されます。

（3）配信されるメール

11　商品一覧・商品詳細のページタイトル変更
・商品一覧ページでは、「カテゴリ名 / サイト名」で表示。
・商品詳細ページでは、「商品名 / サイト名」で表示。

（1）商品一覧ページ （2）商品詳細ページ



12　Facebook（OGP タグ設定）や Twitter などのソーシャルブックマークの表示

①　Facebook OGP 画像（推奨サイズ :1200 × 630 ピクセル、最低でも 600 × 315 ピクセル）
　　下記画像をサイトに合った画像に変更する。ファイル名は変更しない。
　　■ html/template/default/img/common/facebook_ogp.jpg
②　Facebook の OGP タグを利用するためには、Facebook の App_ID が必要。
③　Twitter ボタンを有効活用するには Twitter アカウントが必要
④　基本情報設定＞ショップマスターで、App_ID と Twitter アカウントを登録する。

（1）設定＞基本情報設定＞ショップマスター

（2）Facebook の App_ID 登録前のソース

（3）Facebook の App_ID 登録後のソース

（4）Twitter アカウント登録前のソース

（5）Twitter アカウント登録後のソース

（6）Facebook の OGP タグの og:image は、下図の画像が登
録されていますので、サイトに合った画像に変更してください。
Facebook が推奨するサイズは 1200 × 630 ピクセルです。

ファイル名（facebook_ogp.jpg）は変更しないでください。
html/template/default/img/common/facebook_ogp.jpg



13　サイト概要文を管理画面で登録

（1）設定＞基本情報設定＞ショップマスター （2）フロント（ヘッダー左上に表示）

14　商品一覧ページ（カテゴリ）にテキストエリアを追加
（1）商品管理＞カテゴリ登録

（2）画像を登録するときは、画像挿入アイコンをクリック

（3）入力欄となりのアイコンをクリック

（4）画像保存フォルダが表示されるので、「アップロード」を
クリックして PC 内の画像を選択します。
画像が一覧に登録されたら、画像をクリックします。

（5）画像サイズ欄に、アップロードした時のサイズを入力して
ください。
ここを入力しないと、テキストエリアに挿入された際の大きさ
で登録されます。見た目の大きさがそのまま登録されるので注
意してください。



（7）「カテゴリ作成」をクリックすると登録されます。（6）画像がテキストエリアに挿入された後も修正が可能です。
画像をクリックすると、編集メニューが表示されます。

15　FAQ
（1）コンテンツ管理＞ FAQ 管理
　　FAQ カテゴリを選択して質問と回答を入力してください。

（2）カテゴリはマスタデータ管理「mtb_faq」で登録します。

（3）FAQ が不要な場合は、下記コードを削除してください。

■ src /Eccube/Resource/template/default/
Block/footer.twig

■ src /Eccube/Resource/template/default/
Block/guide_block.twig



16　ページ内スクロール
（1）フロント （2）リンクの出現位置とトップに戻る時のスクロールスピード

は下記ファイルで設定します。
■ html/template/default/js/jquery.pagetop.fade/
pagetop.fade.js

17　都道府県ごとの送料を表示する

（3）ショッピングガイドに表示されている配送業者名をクリッ
クすると、モーダルウィンドウで表示されます。

（1）設定＞基本情報設定＞配送方法設定の都道府県別送料が反
映されます。

（2）リンクを非表示にする場合は、設定＞基本情報設定＞ショッ
プマスターで「都道府県別送料表示」を「非表示」にします。

（4）他の場所に表示する際のリンクコードの記述方法

<a class="cbox_postage" href="{{ url('postage') 
}}?id=1"> クロネコヤマト </a>

id=1 の数値 [1] は、配送 ID を指定します。

配送 ID は、配送先の編集画面を開いたときの URL で確認でき
ます。
↓ URL
http://･････/setting/shop/delivery/2/edit ← 数値 [2] が ID
です。



18　規格の選択時に、対応した商品コードを表示する

（1）管理画面で商品コードを入力

（2）規格がまだ選択されていない状態

（3）規格が選択されると、それに対応した商品コードが表示

（4）商品コードがすべて同じ、または設定されていない場合は、
表示されません。

（5）規格が設定されていない商品には表示されません。
価格の下に表示されているので、表示する必要がありません。



19　商品詳細ページで在庫数表示

（1）管理画面で在庫数を入力

（2）規格がまだ選択されていない状態

（3）規格が選択されると、それに対応した在庫数が表示

（4）在庫数がすべて「無制限」の場合は、表示されません。

（5）規格が設定されていない商品でも、在庫数が設定されてい
る場合は表示され、「無制限」の場合は表示されません。



20　商品詳細ページで販売制限数表示

（1）管理画面で販売制限数を入力

（2）規格がまだ選択されていない状態

（3）規格が選択されると、それに対応した販売制限数が表示

（4）販売制限数が設定されていない場合は、表示されません。

（5）規格が設定されていない商品でも、販売制限数が設定され
ている場合は表示され、設定されていない場合は表示されませ
ん。



21 規格の選択時に、対応した通常価格を表示する

（1）管理画面で通常価格を入力

（2）規格がまだ選択されていない状態

（3）規格が選択されると、それに対応した通常価格が表示。
設定されていない場合は、表示されません。

（4）通常価格がすべての規格に設定されていない、または、す
べて同じ価格の場合は表示されません。

（5）規格が設定されていない商品には表示されません。
販売価格の上に表示されているので、表示する必要がありませ
ん。



23　YouTube 動画を商品詳細ページに表示する

（1）商品登録で YouTube の動画コードを入力します。 （2）商品説明の下に表示されます。

22　規格の選択時に、対応した販売価格を表示する

（1）管理画面で販売価格を入力

（2）規格がまだ選択されていない状態

（3）規格が選択されると、それに対応した販売価格が表示。

（4）販売価格がすべて同じ場合は表示されません。



（3）表示場所の変更
■ src/Eccube/Resource/template/default/Product/
detail.twig

下図の YouTube のコードを移動します。

下図では、メイン画像の下に移動しています。

（4）YouTube 動画をメイン画像の下に移動

24　GoogleMap を商品詳細ページに表示する

（1）商品登録で GoogleMap コードを入力します。

（2）関連カテゴリの下に表示されます。

（3）リンクをクリックすると、GoogleMap がモーダルウィン
ドウで表示されます。



25　商品お問い合わせフォーム

（1）商品詳細ページの「この商品へのお問い合わせ」をクリッ
クすると、お問い合わせページを開きます。

（2）お問い合わせページでは、商品画像と商品名が表示され、
お問い合わせ商品欄には、自動的に商品 ID と商品名が入力さ
れます。

（3）お問い合わせ確認ページ

（4）お問い合わせメール



26　お問い合わせ内容の項目プルダウン

（1）お問い合わせ内容欄に項目プルダウンが表示されます。

（2）お問い合わせ確認ページ

（3）お問い合わせメール

（4）お問い合わせ項目は、マスターデータ管理
「mtb_contact_option」で登録します。



27　カテゴリ登録の一覧でドラッグして並び替えた際の不具合解消

　（1）不具合の現象

カテゴリをドラッグで並び替えた際、下記箇所で「親カテゴリ」と「子カテゴリ」がバラバラになってしまいます。
・商品登録の際のカテゴリ選択
・フロントページの商品検索プルダウン

▼変更前 ▼変更後
①　カテゴリ登録画面で、カテゴリをドラッグして入れ替えると、右側の「全カテゴリー」も正常に移動され表示されます。

②　フロントのカテゴリ表示においても、PC 画面、スマホ画面ともに正常に移動されています。

③　ところが、商品登録の際のカテゴリ選択と商品検索プルダウンでは子カテゴリの位置が正常ではありません。



　（2）考えられる原因

「子カテゴリ」の rank カラムの値も一緒に変更しなければいけないところが、それが出来ていないためだと思われます。
「商品登録カテゴリ選択」「検索プルダウン」の場合、rank カラムを基準に読み込んでいるので意図した表示順になりません。

　（3）対処方法

今後の EC-CUBE バージョンアップで改善されるとは思いますが、差し当たり次の方法で対処します。
①　カテゴリ登録画面の右側「全カテゴリー」のカテゴリツリーは正常に表示されているので、カテゴリ名の前に「カテゴリ ID」
を表示し、それを手がかりに SQL を作成しデータベース上で直接修正するようにします。

■ src/Eccube/Resource/template/admin/Product/category.twig

{% macro tree(Category, TargetId, level) %} ～ {% endmacro %} の間、
------------------------------------------
{{ Category.name }} ({{ Category.children|length }})
------------------------------------------
↓【変更】（赤字を追加）
------------------------------------------
{{ Category.id }}:{{ Category.name }} ({{ Category.children|length }})
------------------------------------------

②　データベース上で SQL を実行して直接 rank カラムの値を修正するために、SQL を次のようにして作成します。

◆「全カテゴリー」の「カテゴリ ID」の並び順を上
から確認する。上図では、並び順は以下の通り

（ここでは親・子カテゴリ合わせて 10 のカテゴリが
ある）
------------------------------------------
 1
 9
 4
 3
 5
 2
 7
 8
 10
 6
------------------------------------------

◆ rank は上から大きい順に、
　category_id は左記の順に記述し、SQL を作成する。
------------------------------------------
UPDATE dtb_category SET rank=10 WHERE category_id=1;
UPDATE dtb_category SET rank=9 WHERE category_id=9;
UPDATE dtb_category SET rank=8 WHERE category_id=4;
UPDATE dtb_category SET rank=7 WHERE category_id=3;
UPDATE dtb_category SET rank=6 WHERE category_id=5;
UPDATE dtb_category SET rank=5 WHERE category_id=2;
UPDATE dtb_category SET rank=4 WHERE category_id=7;
UPDATE dtb_category SET rank=3 WHERE category_id=8;
UPDATE dtb_category SET rank=2 WHERE category_id=10;
UPDATE dtb_category SET rank=1 WHERE category_id=6;
------------------------------------------



PostgreSQL で実行 MySQL で実行

　（4）正常に表示されているのを確認

▼商品検索プルダウン▼商品登録の際のカテゴリ選択



28　規格のプルダウン・ラジオボタン・マトリクス・規格ごとカートボタンが
      選択できる

基本情報設定 ＞ ショップマスター
「商品詳細ページの規格のレイアウト」で選択します。

通常（プルダウン）

規格ごとにカートボタン

縦 1 列の規格一覧

規格マトリクス



29　規格ごとの画像を表示する

規格の編集画面に「規格画像」欄があります。
入力欄に、画像名を入力します。
画像のアップロードは「ファイル管理」で行います。

（1）「規格画像」をクリックすると、ファイルアップロード画
面が開きます。

（2）「classcate_image」の「表示」をクリックします。

（3）PC 内の「ファイルを選択」してアップロードボタンをクリッ
クします。

（4）「classcate_image」のみ、画像が表示されるようになっ
ています。ファイル名をコピーしてください。

（5）規格画像の入力欄にファイル名を貼り付けます。

（6）「規格画像」をクリックして、（3）の画面に戻り、必要な
画像をアップロードしてください。

（7）入力欄に必要分のファイル名を入力し、更新ボタンをクリッ
クすれば、登録が完了します。



通常（プルダウン）

規格ごとにカートボタン

縦 1 列の規格一覧

規格マトリクス

↓プルダウンで規格を選択すると表示されます。



30　ブロックのスライド表示・一覧表示の切り替え、サイドカラムでの 1 列表示

基本情報管理 ＞ ショップマスター

スライド表示

一覧表示
4 列横並びで表示されます。

スマホ画面では、2 列横並びで表示されます。

一覧表示選択時にサイドカラムに配置する

次のブロックをスライド表示から一覧表示に切り替えることが
できます。
・おすすめ商品　・ピックアップ商品
・最近チェックした商品　・新商品自動表示
・自動ランキング　・手動ランキング
商品詳細ページに表示する「関連商品」にも適用できます。



31　特集ページ（ランディングページ）作成機能

コンテンツ管理 ＞ 特集ページ（LP）管理
「特集ページ（LP）を新規入力」をクリック

▼タイトル
ブラウザ上部に表示されるページタイトルを設定
▼ URL 名
半角英数字を使用。URL は下記のようになります。
http:// ○○○ .com/lp?name=URL 名
▼カノニカルタグ
ページのソースに反映されます。
▼ Auther・Description・Keywords
ページのソースに反映されます。
[Auther][Description][Keywords] が空欄の場合は、
 コンテンツ管理＞ページ管理＞特集ページ（LP）＞ページ編集
の、 meta 設定が反映されます。
▼画像
幅を 968px にすると、1 カラム表示の場合にピッタリ収まりま
す。968px を超えても構いませんが、縮小して表示されること
になるので、見た目で質が落ちる場合があります。
高さは任意です。
▼イメージマップ
画像にイメージマップを設定することができます。
<map name="***"></map> は不要です。
<area shape="***" href="***" alt="***"> を入力。
レスポンシブに対応しているので、スマホ画面でもエリアがず
れることはありません。
▼コンテンツ
TinyMCE（WYSIWYG）を利用して作成します。
画像入力については「14　商品一覧ページ（カテゴリ）にテキ
ストエリアを追加」をご覧ください。
▼ YouTube
YouTube 動画を表示することができます。
▼商品一覧タイトル
商品一覧の上に表示されるタイトルを設定します。
▼商品登録
商品は 20 点まで登録できます。商品 ID を入力してください。
商品画像をクリックすると、商品詳細ページに遷移します。
商品 ID は、（1）から順に入力してください。途中を空欄にし
ないでください。 （1）から詰めて入力しないとレイアウトが崩
れます。
商品 1 点～ 3 点：1 列で表示され「商品説明」が表示されます。
商品 4 点：4 列横並びで表示され「商品説明」は非表示。
商品 5 点以上：5 列横並びで表示され「商品説明」は非表示。



右図は、すべての入力欄に入力した状態です。
商品は 10 点登録しています。

ページのソース

商品を 2 点登録したときのレイアウト

商品を 4 点登録したときのレイアウト

Facebook の OGP にも反映されます。
og:title → タイトル
og:image → （1）に登録した商品画像
og:url → URL 名
og:description → Description

「特集」ブロックを配置すると、特集ページへのリンクが表示されます。リンク名は「タイトル」



32　新着情報ページネーション

コンテンツ管理 ＞ 新着情報管理
登録数が 5 を超えると、ページャーが表示されます。

基本情報設定 ＞ ショップマスター
「1 ページあたりの表示件数」を設定することができます。

表示件数で、0 または 1 を設定すると、
0：新着情報は表示されません。
1：すべての情報が表示されます。



33　新着情報で公開・非公開を設定できる

コンテンツ管理 ＞ 新着情報管理
登録・編集画面で「非公開」を設定する。

新着情報一覧で「非公開」と表示されます。
下図では「2016/10/01」の情報が非公開になっています。

フロントでは「2016/10/01」の情報は表示されません。


