
ヘッダー部について

EC-CUBE2.13.5 カスタマイズ _Bootstrap3 版

（1）サイト概要文
基本情報管理＞ SHOP マスター「ヘッダー部に表示するサイトの概要文」が反映されます。

（2）ロゴ
■ html/user_data/packages/default/img/common/logo.png（345 × 65 px）

位置調整は CSS を変更します。544 行目付近の「ロゴ」設定。
■ html/user_data/packages/default/css/common.css

（3）ポップアップメニュー
①　ログイン

「【ヘッダー】ログイン」ブロックが読み込まれます。
■ data/Smarty/templates/default/frontparts/bloc/login_header.tpl

②　商品検索
「商品検索」ブロックが読み込まれます。
■ data/Smarty/templates/default/frontparts/bloc/search_products.tpl

③　ご利用ガイド
テンプレートファイル [header_guide.tpl] が読み込まれます。
修正する場合は、このファイルを直接編集します。
■ data/Smarty/templates/default/header_guide.tpl



（4）文字サイズ（「フォントサイズ」ブロック）
デザイン管理＞レスポンシブ Web デザイン＞レイアウト設定　「ヘッダー部」に配置しています。

（5）カゴの中（「【ヘッダー】カゴの中」ブロック）
デザイン管理＞レスポンシブ Web デザイン＞レイアウト設定　「ヘッダー部」に配置しています。

（6）グローバルメニュー
カテゴリ部分（赤枠）は自動的に表示されます。
その他のメニューはテンプレートファイルで編集します。
■ data/Smarty/templates/default/frontparts/bloc/globalnav.tpl
親カテゴリの数が多いとバーの中に収まらなくなってしまうので、その時は読み込みコード（緑枠）を削除し、赤枠のように直接コー
ドを入力するとよいでしょう。

スマホのハンバーガーメニュー

カテゴリ部分は自動的に表示されます。
その他のメニューはテンプレートファイルで編集します。
緑枠：カテゴリの自動読み込みコード
赤枠：その他のメニュー
■ data/Smarty/templates/default/frontparts/bloc/globalnav_sp.tpl



トップページスライド画像

コンテンツ管理＞トップ画像管理　で画像を登録します。
登録数に制限はありません。
クリック時のリンク設定やウィンドウの開き方を指定できま
す。

動作パターンは、20 パターンの中から変更が可能です。詳しく
は下記をご覧ください。
http://www.kaiplus.com/user_data/top_slider.php
インストール時はデフォルトで「No.1」が設定されています。

メインカラムへの配置も可能です。



各ブロックについて

（1）カゴの中

①　送料無料条件が設定されている場合は、メッセージが表示され
ます。

②　スマホ用でも同じテンプレートを使用しています。
■ data/Smarty/templates/default/frontparts/bloc/cart.tpl

（2）カテゴリ

①　カテゴリーの表示方法（動作）を、
システム設定＞パラメーター設定で設定することができます。
MAILMAGA_CUSTOMER
インストール時は「1」が設定されています。

▼ 1: 通常 ▼ 2: すべて展開 ▼ 3: アコーディオン

②　アクティブ時は背景色と太字で表示されます。



（3）ランキング

プログラムが注文データを集計し自動で表示します。
ただし、集計が行われるタイミングは管理画面のトップページにアクセスした時です。
注文があったにも関わらず、ランキングが更新されない場合は管理画面を開いて下さい。

商品登録画面で「ランキング表示」欄で「非公開」を選択すると、
ランキングには表示されません。

ランキングの商品表示件数は、パラメータ設定
RANKING_LIMIT で設定します。

カテゴリごとのランキングを表示することも可能です。
商品一覧ページにランキングブロックを配置し、パラメータ設
定 RANKING_CATEGORY の値を true にします。
インストール時は true に設定されています。
商品をすべてのカテゴリ（親、子）で表示する時は、商品登録
の際、左図のようにすべてのカテゴリを登録します。

（4）ランディングページメニュー

コンテンツ管理＞ランディングページ管理
「ブロック（ランディングページメニュー）で、このページを
表示するか」欄の「表示する」を選択すると表示されます。



（5）ログイン

ヘッダー部で常時表示されるので、必要なければサイドカラムからブロックを外して下さい。

（6）商品検索

パラメータ設定 SEARCH_PRICE の値を false に設定すると、
価格検索は表示されません。
SEARCH_PRICE_BELT の値を false に設定すると、価格帯検
索のボタンは表示されません。

価格帯検索のボタン

システム設定＞マスターデータ管理
mtb_search_price_min と
mtb_search_price_max で設定します。

同じ ID が価格帯の範囲になります。
mtb_search_price_min の値「0」は「以下」を意味します。
mtb_search_price_max の値「0」は「以上」を意味します。



（7）カレンダー

EC-CUBE の通常の機能です。

（8）利用ガイド

「FAQ よくある質問」が不要であれば、テンプレートファイルから
削除してください。
■ data/Smarty/templates/default/frontparts/bloc/guide.tpl

（9）FAQ よくある質問

基本情報管理＞ FAQ 登録の設定が反映されます。

FAQ のカテゴリーは、システム設定＞マスターデータ管理の
mtb_faq で設定します。



（10）QR コード自動生成

ページにこのブロックが配置されると、そのページの QR コー
ドを自動で生成します。

【注意！】
商品詳細ページではブロックを直接読み込んでいるので、表示
しない場合はコードを削除してください。
■ data/Smarty/templates/default/products/detail.tpl

（11）ティッカー

コンテンツ管理＞ティッカー管理の登録が反映されます。

コンテンツ管理＞新着情報管理の登録が反映されます。

・「URL」欄を入力すると、「詳しくはこちら」が表示されます。
・本文作成欄では、CKEditor を利用できるので、HTML で内容
を表示することができます。

（12）新着情報



（13）クーポン利用案内

コンテンツ管理＞多機能クーポン管理でクーポンが登録される
と自動で表示されます。
登録されたクーポンの内容が反映されます。

（14）新商品スライド

商品登録後、一定期間自動で表示されます。
表示する期間は、パラメータ設定 NEW_ITEM_SLIDE_BLOC
で設定します。
合わせて、[NEW] アイコンの表示期間も NEW_ICON_TIME
で設定します。
表示期間が過ぎると、商品は表示されなくなります。

新商品の数が多いと、データベースからの読み込みに時間がか
かります。
パラメータ設定 NEW_ITEM_LIMIT で、読み込み数を制限し
てください。
インストール時の設定は「20」になっています。

【ご注意！】
データベースで PostgreSQL を利用している場合は、表示期間
を過ぎてもブロックタイトルは表示されたままですので、その
時はブロック配置を外して下さい。
MySQL では、表示期間が過ぎるとタイトルも含め非表示とな
ります。



（15）最近チェックした商品

プラグインを利用しています。
インストールと同時に実装されます。

（16）新商品スライド・おすすめ商品・ピックアップ・最近チェックした商品
デザイン管理＞レスポンシブ Web デザイン＞商品表示ブロッ
クの設定で、表示方法を指定することができます。
スマホで「非稼働」を選択すると横並びで表示されます。

（17）カテゴリースライドメニュー
商品カテゴリーが自動で表示されます。



（18）ソーシャルボタン
パ ラ メ ー タ 設 定 FACEBOOK_APPID と ACCOUNT_KEY_
TWITTER に、Facebook、Twitter のアカウントを入力すると、
さらに機能が向上します。
ボタンの数値が増えてレイアウトが崩れる場合は、パラメータ
設定 SOCIAL_GOOGLE_RIGHT と
SOCIAL_TWITTER_RIGHT で右マージを調整してくださ
い。

（19）インフォメーション

①　ご注文の流れ

内容を変更する場合は、テンプレートファイルを修正してくだ
さい。
■ data/Smarty/templates/default/frontparts/bloc/info.tpl

②　インフォメーション

不要な箇所は、テンプレートファイルから削除してください。
以下、管理画面で登録した内容が反映されています。

▼お支払いについて
基本情報管理＞支払方法設定

▼返品・交換について
基本情報管理＞特定商取引法→返品・交換について

▼送料について、配送について
基本情報管理＞配送方法設定

▼ご利用案内
基本情報管理＞ SHOP マスター
基本情報管理＞特定商取引法



商品一覧ページ

（1）並び順
以下を基準にした並び順の変更が可能です。
・新着順
・価格の安い順
・価格の高い順
・名前：昇順
・名前：降順

（2）商品説明
「表示」を選択すると、「一覧 - メインコメント」が表示されます。

（3）数量選択のプルダウン
①　パラメータ設定 QUANTITY_PULLDOWN_USE の値を
false に変更すると、プルダウン化は解除され EC-CUBE 通常の
テキストボックスで表示されます。
②　QUANTITY_PULLDOWN_MAX で、プルダウンの数値
の最大値を設定します。インストール時は「100」に設定され
ています。
③　商品に在庫数または販売制限数が設定されている場合は、
プルダウンの数値の最大値は、在庫数または販売制限数となり
ます。

商品詳細ページと連動します。



商品詳細ページ

（1）レイアウトの変更
テンプレートファイルのコードを入れ替えることでレイアウト
を変更することが可能です。
■ data/Smarty/templates/default/products/detail.tpl

（2）商品ステータス
管理画面、システム設定＞マスターデータ管理
mtb_statua で登録されている値が表示されます。
mtb_status_image は使用していません。
EC-CUBE の通常の動作に戻す（mtb_status_image を使用）
場合は、パラメータ設定 STATUS_IMAGE_TEXT の値を true
に変更して下さい。

ステータスの背景色を変更する場合、あるいは追加する場合は、
CSS を編集してください。
■ html/user_data/packages/default/css/contents.css
865 行目付近、「商品詳細」の箇所

ul.detail_status_icon li#status1 {
 background: #FFD1BB;
}
ul.detail_status_icon li#status2 {
 background: #FFD2E9;
}
ul.detail_status_icon li#status3 {
 background: #FAA;
}
ul.detail_status_icon li#status4 {
 background:#E2F2FA;
}
ul.detail_status_icon li#status5 {
 background:#D7E8CA;
}



（3）商品情報
デモサイトの「サイズ」「材質」「耐荷重」等は、管理画面の商
品登録画面で設定された内容が反映されています。

「サイズ」「材質」「耐荷重」等の項目は、システム設定＞マスター
データ管理の mtb_product_head で登録します。
登録数は 10 個までです。

（4）規格表示の選択方法
パラメータ設定 CLASS_PULL_TABLE の値を false に変更す
ると、プルダウン形式で表示されます。（左図）



（5）規格の詳細を表示
パラメータ設定で詳細の表示・非表示を設定できます。
▼ MATRIX_NORMAL_PRICE  
商品詳細ページのマトリクス表示：通常価格（true: 表示 , 
false: 非表示）
▼ MATRIX_POINT  
商品詳細ページのマトリクス表示：ポイント（true: 表示 , 
false: 非表示）
▼ MATRIX_PRODUCT_CODE  
商品詳細ページのマトリクス表示：商品コード（true: 表示 , 
false: 非表示）
▼ MATRIX_STOCK  
商品詳細ページのマトリクス表示：在庫数（true: 表示 , false:
非表示）
▼ MATRIX_SALE_LIMIT  
商品詳細ページのマトリクス表示：一度に購入できる数（true:
表示 , false: 非表示）
▼ MATRIX_CLASS_IMAGE  
商品詳細ページのマトリクス表示：規格画像確認リンク（true:
表示 , false: 非表示）

すべて表示した場合、左図のようになります。

（6）数量選択のプルダウン
①　パラメータ設定 QUANTITY_PULLDOWN_USE の値を
false に変更すると、プルダウン化は解除され EC-CUBE 通常の
テキストボックスで表示されます。
②　QUANTITY_PULLDOWN_MAX で、プルダウンの数値
の最大値を設定します。インストール時は「100」に設定され
ています。
③　商品に在庫数または販売制限数が設定されている場合は、
プルダウンの数値の最大値は、在庫数または販売制限数となり
ます。商品一覧ページと連動します。

（7）お気に入り追加ボタン
ユーザーがログイン前にクリックした場合は、MY ページログ
イン画面に遷移します。


