
機能カスタマイズ SP 版

2　ヘッダー上部

（1）ティッカー

1　CSS の記述について

デザインテンプレートは、オリジナル EC-CUBE の twig ファイ
ルや CSS ファイルをベースとして作成されています。

CSS については、オリジナルの CSS を変更するのではなく、
style.css の最後に追加することで、オリジナル箇所を上書きす
るような形をとっています。
左図の 8771 行目付近から記述されています。

style.css の保存先
■ html/template/default/assets/css/style.css

コンテンツ管理＞ティッカー管理
「新規作成」または「ティッカー」をクリックして編集画面を開
きます。
①　ティッカーを入力
②　リンク URL を入力
　　ティッカーをクリックしたときのリンク先。絶対パス。
　　必須ではありません。
③　別ウィンドウで開くをチェックすると、リンク先が別ウィ
ンドウで開きます。



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

①　商品検索
■ src/Eccube/Resource/template/default/Block/search_product.twig

②　カテゴリー
■ src/Eccube/Resource/template/default/Block/category_nav_sp.twig

③　カートを見る～ホームに戻る
■ src/Eccube/Resource/template/default/Block/login_sp.twig

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

①　ログアウト時
②　ログイン時

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

PC、スマホ共通の twig ファイルです。
CSS で調整しています。

（2）ログイン

（3）商品検索

（4）カート

（5）スマホ：ドロワーメニュー



3　グローバルメニュー　（スマホ非表示）

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

26 行目付近の記述により、カテゴリーが自動的に反映されるよ
うになっています。

管理画面の基本設定で「送料無料設定」「ポイント設定」を登録
すると、自動的に反映されます。

管理画面の基本設定で「送料無料設定」「ポイント設定」が登録
されていない場合は、「ピックアップ」が表示されます。
■ src/Eccube/Resource/template/default/Block/globalmenu.twig

49 行目付近の URL（商品 ID）、商品画像名、商品名を修正し
てください。

（1）商品一覧

インストール時は、何も表示されません。
付属の「人気商品管理プラグイン」を導入することで表示され
るようになります。

プラグインは、オーナーズストア＞プラグイン一覧
「ユーザー独自プラグイン」からアップロードしてください。

プラグインの有効後、コンテンツ管理＞人気商品管理で商品を
登録すると、表示されます。

（2）人気アイテム

プラグイン一覧のプラグイン設定アイコンをクリックして、お好みの表示方法を設定してください。



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

73 行目付近の記述により、新着情報（最新 1 件）が自動的に
反映されます。

「新着情報はこちら」をクリックすると、トップページに配置し
た「新着情報」にとびます。

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

99 行目付近

「ご利用ガイド」をクリックすると、ご利用ガイドページが開き
ます。
ご利用ガイドページ（Help/guide.twig）において、

「ショッピングガイド」ブロックを読み込んでいます。
↓
■ src/Eccube/Resource/template/default/Block/shoppingguide.twig

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

122 行目付近

管理画面の基本情報設定で、住所や電話番号を登録すると、自
動的に反映されます。

グローバルメニューの項目や内容は、下記ファイルや CSS を修正することで、
ご自身で自由に作成することが可能です。
■ src/Eccube/Resource/template/default/Block/globalmenu.twig

（3）最新ニュース

（4）ご利用ガイド

（5）お問い合わせ



4　ブロックの説明

デモサイト
https://itoben.xsrv.jp/eccube4demo/cz4b/

デモサイトでは、トップページ用レイアウトは左図のように
なっています。

「トップ画像スライド」ブロックが表示されています。
■ src/Eccube/Resource/template/default/Block/top_slider.twig

top_slider.twig は、default_frame.twig で読み込まれていま
す。
■ src/Eccube/Resource/template/default/default_frame.twig

162 行目付近

（1）トップページの画像スライド

画像
テキスト
などの登録は、管理画面、
コンテンツ管理＞トップ画像管理で行います。



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

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

一覧画面 編集画面

（2）「新入荷商品特集」ブロック

（3）「トピック」ブロック



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

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

カテゴリは自動で反映されませんので、category.twig を編集
してください。

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

（4）「新着商品」ブロック

（5）「カテゴリ」ブロック

（6）「新着情報」ブロック

登録件数が 5 件を超えると、ページャーで表示されます。

設定＞店舗設定＞基本設定の「新着情報ページネーション表示
件数」で、表示件数を設定できます。

「新着情報クリックで展開」を無効にすると、「本文」が最初か
ら展開されます。

本文を WYSIWIG エディタ（TinyMCE）で入力することができ
ます。
WYSIWIG エディタを無効にすることも可能です。

URL（商品 ID）、商品画像名、商品名、価格を修正してください。
登録数に制限はありません。5 点を超えると、スライドが開始
されます。



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

（7）「フッター」ブロック

設定＞店舗設定＞基本設定の各種設定で、
有効・無効を設定できます。

（8）「カテゴリナビ（PC）」ブロック

「カテゴリナビ (PC)」ブロックは、#header に配置しても表示
されないようになっています。
#side_left、#side_right、#contents_bottom などに配置し
てご利用ください。

スマホでも、#side カラムは表示されます。
スマホでは、#main カラムの下に表示されます。

ブロックが商品一覧ページの #side カラムに配置されたとき、
商品は 4 列で表示され、#side カラムに配置されないときは、
5 列で表示されます。

親カテゴリ名をクリックすると開閉します。
（アコーディオン方式）

設定＞店舗設定＞基本設定の設定により、初期状態ですべての
カテゴリを展開させることも可能です。

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



5　SVG アイコンについて

SVG アイコンは、Font Awesome を利用しています。
https://fontawesome.com/icons?d=gallery

左メニューの「Free」をクリックし、アイコンをクリックします。

コードをクリックすると、コピーされるので、twig ファイルに
貼り付けてください。

設定＞店舗設定＞基本設定で、
「カテゴリブロックの展開」を有効にすると、カテゴリが展開さ
れてすべてのカテゴリが表示されます。



6　商品一覧ページ

■ src/Eccube/Resource/template/default/Product/list_banner.twig

list_banner.twig は、default_frame.twig で読み込まれていま
す。
■ src/Eccube/Resource/template/default/default_frame.twig

163 行目付近

（1）カテゴリごとにバナー画像を設置する

バナーの登録は、管理画面、
商品管理＞カテゴリ管理で行います。

新規作成でカテゴリを作成し、
編集アイコンをクリックします。

「バナー画像・カテゴリ説明」の
新規追加ボタンをクリックします。

※ バナーが登録されているときは、編集ボタンが表示されます。

バナー画像をアップロード

バナー上のテキスト
未入力のときは、カテゴリ名が表示されます。



右のアイコンをクリックすると、縦一列で表示されます。
商品のコメントは、商品登録の「商品説明 ( 一覧 )」が反映さ
れます。
商品詳細の商品説明を使用する場合は、
■ src/Eccube/Resource/template/default/Product/list.twig

232 行目付近と 234 行目付近の 2 カ所を変更します。
{{ Product.description_list|raw…
↓【変更】
{{ Product.description_detail|raw…

初期表示を縦一列にすることも可能です。
■ src/Eccube/Resource/template/default/Product/list.twig

197 行目付近から、3 カ所修正します。

（3）ユーザーが商品の並び方を変更できる

詳細は、コメントアウト箇所をご覧ください。

（2）WYSIWYG エディタ（TinyMCE）でカテゴリ説明を作成する

「バナー画像・カテゴリ説明」画面で、画像のアップロードや
テキストの入力が行えます。



（4）カートボタンの、表示・非表示が切り替えられる

設定＞店舗設定＞基本設定の「商品一覧のカートボタン非表示」
を有効にすると、カートボタンは表示されません。

（5）各カテゴリに、独自 title タグ、author・description・keyword・meta_robots・meta_tags の
独自メタを設定する（SEO 対策）

1　title
①「独自 title」が登録されている場合
<title> 独自 title</title>
②「独自 title」が登録されていない場合
<title> カテゴリ名 / 店名 </title>

2　author・description・keyword・meta_robots
独自メタが最優先で反映されます。
独自メタが登録されていない場合は、コンテンツ管理＞ページ
管理のメタ設定が反映されます。

3　meta_tags
コンテンツ管理＞ページ管理のメタ設定の下に反映されます。
独自メタが優先されるわけではなく、追加される形で反映され
ます。

CSV 登録が可能です。

（6）重複コンテンツをカノニカルで対応し、ページネーションを設定する（SEO 対策）

（1）カノニカル
①　カテゴリページの場合は、URL パラメータは

「category_id」のみに集約します。
ドメイン /products/list?category_id= ★

②　全商品ページの場合は、URL パラメータは無しで集約しま
す。

ドメイン /products/list

（2）ページネーション設定
複数ページが存在する場合に、ソースに反映されます。
最初のページでは、<link rel=” next” > のみ表示されます。
最終ページでは、<link rel=” prev” > のみ表示されます。



登録されている画像が 1 点のときは、サムネイルは表示されま
せん。

7　商品詳細ページ

商品画像をクリックすると、jQuery colorbox により、モーダ
ルウィンドウで登録画像がブラウザ幅 100% で表示されます。

表示デザインを 5 パターンから選択することができます。

1 2 3 4 5

（1）商品画像のモーダルウィンドウ表示

設定＞店舗設定＞基本設定で、モーダルウィンドウの表示デザ
インを選択します。
入力欄を空欄にすると、モーダルウィンドウは無効になります。

（2）商品画像・サムネイルの表示レイアウトを変更する



　　スライド（メイン画像左右に矢印）

左右に矢印が表示されます。
画像の横幅が狭く表示され、サムネイルも画面に収まるので、
正方形の商品画像を使用する場合は、このパターンがおすすめ
です。

設定＞店舗設定＞基本設定で、レイアウトを変更します。

　　一覧表示

　　スライド

（3）YouTube 動画を表示する

商品登録画面で、動画 ID を入力します。



（4）各商品に、独自 title タグ、author・description・keyword・meta_robots・meta_tags の独自
メタを設定する（SEO 対策）

1　title
①「独自 title」が登録されている場合
<title> 独自 title</title>
②「独自 title」が登録されていない場合
<title> 商品名 / 店名 </title>

2　author・description・keyword・meta_robots
独自メタが最優先で反映されます。
独自メタが登録されていない場合は、コンテンツ管理＞ページ
管理のメタ設定が反映されます。

3　meta_tags
コンテンツ管理＞ページ管理のメタ設定の下に反映されます。
独自メタが優先されるわけではなく、追加される形で反映され
ます。

CSV 登録が可能です。

（5）規格レイアウト：プルダウン・ラジオボタン・規格ごとカートボタン

設定＞店舗設定＞基本設定で、レイアウトを選択します。
• 通常（プルダウン）
• 規格ごとにカートボタン
• ラジオボタン規格一覧

「通常価格」「販売価格」「商品コード」「在庫数」「販売制限数」「発
送日目安」について、表示の有無を設定できます。

「在庫数」「販売制限数」「発送日目安」は、規格を持たない商
品にも反映されます。

商品登録画面で、商品独自のレイアウトを指定することができ
ます。ここでの設定は、店舗設定＞基本設定より優先されます。

※規格レイアウトの選択は、規格が設定された商品の登録画面
で表示されます。



プルダウン 規格ごとにカートボタン ラジオボタン規格一覧

「プルダウン」では、規格の詳細が表示さ
れます。

「在庫数」「販売制限数」「発送日目安」は、規格を持たない商品
にも反映されます。

（6）WYSIWYG エディタ（TinyMCE）を利用して作成するテキストエリア

次のテキストエリアで利用できます。
• 商品説明
• 商品説明（一覧）
• フリーエリア

設定＞店舗設定＞基本設定の各種設定で、
利用の有効・無効を設定できます。



8　商品一覧ページのレイアウトを変更する方法
※ EC-CUBE オリジナルの機能です。

（1）コンテンツ管理＞レイアウト管理
商品一覧ページ専用のレイアウトを作成する必要があります。

「新規追加」をクリック

（2）レイアウトの作成

①レイアウト名：商品一覧ページ用レイアウト

②端末種別：PC

③ブロック配置
ここでは、「カテゴリナビ(PC)」を#side_leftに配置しています。

（3）商品一覧ページにレイアウトを適用する
ページ管理の、「商品一覧ページ」をクリック



ページの中ほど、「レイアウト設定」欄
PC 選択肢で「商品一覧ページ用レイアウト」を選択して「登録」
します。

レイアウト管理「商品一覧ページ用レイアウト」に
「商品一覧ページ」が登録されているのが確認できます。

商品一覧ページに、「商品カテゴリ」が表示されます。


