
お弁当配達システム会員区分版　マニュアル

マニュアル構成

1　カレンダーに合わせた商品一覧ページ
2　カテゴリ登録：12 ヶ月のカテゴリ
3　商品登録：日付・締め切り日・アレルゲン
4　会員登録：ユーザー自身による会員区分の登録
5　会員登録：会員登録項目を追加する
6　会員登録：仮会員から本会員へ管理画面で切り替え
7　献立メニュー（カテゴリ）を会員ごと（ログイン後）に表示
8　新着情報（お知らせ）を会員別で表示
9　ブロック・ページをログイン時のみ表示させる
10　その他の設定

1　カレンダーに合わせた商品一覧ページ

（1）定休日を設定します。下図では「土」「日」を定休日に指定しています。
（2）カテゴリーを作成する際、「年」と「月」と「始まりの曜日」を指定します。
（3）商品登録時に、日付（年月日）を指定します。祝日や休業日の場合も商品を「休日」として登録します。



（1）定休日を設定

基本情報管理＞ SHOP マスターで、定休日を設定します。
・下図のように、定休日に指定した曜日は表示されません。
・始まりの曜日に応じて、空きスペースにはメッセージが自動
的に配置されます。

（メッセージ内容は tpl ファイルの修正で変更可能）

▼定休日を指定しない場合

▼定休日：日曜日

▼定休日：月曜日と土曜日

▼定休日：日曜日と金曜日と土曜日

（2）カテゴリーを作成

1 階層は「会員区分」ごとにカテゴリを作成するようになって
います。
少なくとも「カテゴリ名」と「会員区分を選択」は入力します。

会員区分のプルダウンは、システム設定＞マスターデータ管理
で作成します。
mtb_login_member

「カテゴリ名」をクリックすると、2 階層に月別メニューを作成
できます。

2 階層：月別メニューのカテゴリ作成

「年」「月」「始まりの曜日」をプルダウンから選択します。



登録上、必要最低限な箇所は、左図の通り、
「カテゴリ名」「年月」「始まりの曜日」です。

（3）商品登録

商品は、定休日を除いて、月の 1 日から登録します。
「メニュー日付」欄をクリックするとカレンダーが表示されるの
で、日付をクリックすれば入力されます。

「休日」を登録する場合は、「休日チェック」をチェックします。
チェックすると、自動的に必須箇所に入力されます。
ただし、下記の 2 箇所は手入力が必要です。
・メニュー日付　・商品カテゴリ

商品一覧では、登録した商品の「メニュー日付」順で左詰めに
表示されます。
定休日以外の祝日や休業日に商品が登録されていないと、カレ
ンダーと商品の日付がずれてしまうので、祝日や休業日につい
ても必ず「休日」として商品を登録しなければいけません。



2　カテゴリ登録：12 ヶ月のカテゴリ

（1）カテゴリブロックの月メニューの並び順

フロントページ 管理画面 管理画面の並び順がそのまま反映され
ます。

「今月」から順に上から並べるようにし
ます。
左図では、「今月」が「5 月」なので、5
月から順に並んでいます。

（2）月メニューの表示数

システム設定＞パラメーター設定の
CATEGORY_ACTIVE_MONTH で、最大表示数を設定します。

CATEGORY_ACTIVE_MONTH の値を [10] で登録すると、
月メニューは 10 個まで表示されます。
このとき常に「今月」が基準となり、「今月」から数えて 10 個
までが表示されることになります。
左図の例では、3 月、4 月が表示されていません。

CATEGORY_ACTIVE_MONTH の値を [2] で登録すると、
月メニューは 2 ヶ月分の表示となります。

CATEGORY_ACTIVE_MONTH の値が [2] の状態で、
月が変わって「6 月」になると、自動的に 5 月は非表示になり、
7 月が表示されるようになります。

この時点で、5 月のメニュー（2017 年）は不要になったので、
カテゴリーの一覧で、一番下に移動します。
次回、「5 月のメニュー」を利用するのは来年（2018 年）にな
るので、「年月」と「始まりの曜日」を変更しておきます。
さらに、「5 月のメニュー」カテゴリに属する商品は削除してお
きましょう。



（3）月の切り替わりに備えて

たとえば、カテゴリーのメニューを最大表示数 [2]（2 ヶ月分
の表示）で運用する場合、「今月」が「6 月」であれば、月が切
り替わる前に「8 月のメニュー」を作成しておく必要があります。

「8 月のメニュー」を作成する際、カテゴリーには「8 月のメ
ニュー」が表示されていない状態なので、作成過程を確認する
ことができません。

そのために、管理者画面から確認できるようになっています。
カテゴリ名の「ページ確認」をクリックすると商品一覧ページ
が表示されますので、画面を確認しながら作業を進めてくださ
い。



3　商品登録：日付・締め切り日・アレルゲン

注文締め切り日
入力欄をクリックすると、「メニュー日付」欄同様、カレンダー
が表示されます。
ここで設定した締め切り日を過ぎると、自動的にカートボタン
が表示されなくなり、注文することができなくなります。
注文日の締め切り時刻は、パラメータ設定で設定します。

アレルゲン
システム設定＞マスターデータ管理

「mtb_status」で項目を設定します。

商品情報（1）～（10）
商品情報の項目は 10 点まで登録可能です。
システム設定＞マスターデータ管理

「mtb_product_head」で項目を設定します。

つまり、時刻が "17:00:00" に設定、
締め切り日が 2022 年 12 月 7 日設定されている場合、
2022/12/7 17:00 以降は、注文が出来なくなります。

締め切り時刻を運用途中で変更
した場合、変更後に登録する商
品データに反映されます。既存
のデータを変更するものではあ
りません。



一覧 - メインコメント
詳細 - メインコメント
必須設定にはなっていないので、必ずしも入力する必要はあり
ません。

メイン画像
登録した画像は最大で長辺 800px にリサイズされます。
ちなみに、「詳細 - メイン拡大画像」を最初に登録すると、

「一覧 - メイン画像」と「詳細 - メイン画像」が自動的に登録さ
れます。

商品管理＞商品マスター
検索結果一覧
新規登録・更新に関係なく、常にメニューの日付順（降順）で
表示されます。



4　会員登録：ユーザー自身による会員区分の登録

会員登録画面では、「会員区分」をユーザーが選択して登録する
ようになっていますが、これを管理者が登録できるようにする
ことが可能です。

システム設定＞パラメーター設定の、
ONESELF_LOGIN_MEMBE の値を false に変更すると、ユー
ザー自身が会員区分を登録することはできなくなります。

ユーザーの会員登録完了後、
会員管理＞会員登録で、会員区分を登録します。

5　会員登録：会員登録項目を追加する

システム設定＞パラメーター設定
MEMBER_ITEM_FIRST の値を " 団体名 " として登録します。

（名称は「団体名」でなくても構いません）
※ 項目は 4 つまで追加することができます。

会員登録画面に「団体名」が追加されます。

ユーザーの「会員区分」入力を無効すると、登録された会員の区分を判別できない場合があると思います。
そのような場合、登録された会員がどの区分に属するのかを把握するために、新たに項目欄を追加し、団体名
や所属名、所属コードなどをユーザーに入力してもらい、それをもとに管理者が区分を決定するという方法も
可能です。

追加した項目を必須にする場合は、ファイルを修正します。

■ data/class/helper/SC_Helper_Customer.php
public function sfCustomerCommonParam 内、390 行目付近、赤字を追加。
$objFormParam->addParam(MEMBER_ITEM_FIRST, $prefix . 'company_name', STEXT_LEN, 'aKV', array('EXIST_CHECK', 'MAX_LENGTH_CHECK', 'SPTAB_CHECK'));

■ data/Smarty/templates/default/frontparts/form_personal_input.tpl
89 行目付近、赤字を追加。
<th><!--{$smarty.const.MEMBER_ITEM_FIRST}--><span class="attention"> ※ </span></th>



6　会員登録：仮会員から本会員へ管理画面で切り替え

ユーザの会員登録直後は仮会員として登録され、管理者が管理画面上で本会員に変更することで、
本会員として登録される、という操作が可能です。

システム設定＞パラメーター設定で次の２つを true に設定しま
す。
CUSTOMER_CONFIRM_MAIL：true
REGULAR_MEMBER_CHANGE：true

ユーザが会員登録を完了すると、「仮会員状態」のメッセージが
表示され、「仮会員」をお知らせするメールが自動配信されます。

管理画面の、会員管理＞会員マスター「検索結果一覧」で登録
が完了した会員の「編集」をクリックします。

「本会員」をチェックして、登録します。



検索結果一覧に戻ると、メールアドレス欄に、
■本登録メール送信 が表示されるので、クリックします。

「OK」をクリックすると、ユーザに下記のメールが自動配信され、
本会員に登録されたことをお知らせすることができます。

システム設定＞パラメーター設定

・CUSTOMER_CONFIRM_MAIL　値→ true
・REGULAR_MEMBER_CHANGE　値→ false
上記設定で運用する場合は、EC-CUBE デフォルトの状態となります。
つまり、会員登録直後に仮会員メールが送信され、ユーザがメール本文の URL をクリックすることで本会員となります。



9　ブロック・ページをログイン時のみ表示させる

ブロック、ページの tpl ファイルの先頭と最後に、ログイン判定の条件文コードを追加します。

先頭に、<!--{if $tpl_login or $tpl_authority == "0"}-->
最後に、<!--{/if}-->

$tpl_authority == "0"
↑
これは、「システム管理者」権限のある管理者が管理画面にログインしていれば、
フロントページでの会員ログインなしでもブロック、ページを表示できるようにするためのコードです。

7　献立メニュー（カテゴリ）を会員ごと（ログイン後）に表示

システム設定＞パラメーター設定
CATEGORY_LOGIN_MEMBERの値を true で登録すると、
月別献立メニューはログイン後、会員別で表示されるようにな
ります。

ログイン前 ログイン後

8　新着情報（お知らせ）を会員別で表示

システム設定＞パラメーター設定
NEWS_LOGIN_MEMBER の値を true で登録すると、
新着情報（お知らせ）を会員別に表示することができます。

コンテンツ管理＞お知らせ管理
「閲覧対象会員」欄が表示されるので、対象を選択して登録して
ください。



10　その他の設定と注意点

モバイルサイト（ガラケー）は利用しない

システム設定＞パラメーター設定
USE_MOBILE → false に設定済み

カテゴリの最大階層は [2]

システム設定＞パラメーター設定
LEVEL_MAX → 2 に設定済み

ゲスト購入は不可

■ data/Smarty/templates/default/shopping/index.tpl
ゲスト購入箇所を、<!--{if false}--><!--{/if}--> で非表示に設定済み。

除外機能（設定済み）
▼機能
・会員価格機能
▼ブロック（データベースに登録しない。ファイルは残す）
・カテゴリースライド
・新商品スライド
▼別のお届け先最大登録数
システム設定＞パラメーター設定→ DELIV_ADDR_MAX：0 に設定
▼複数配送先指定機能
システム設定＞パラメーター設定→ USE_MULTIPLE_SHIPPING：false

ボタンをグラデーションに変更する場合

■ data/Smarty/templates/default/site_frame.tpl
134 行目付近、<!--{if false}--> と <!--{/if}--> を削除する
-------------------------------------------
<!-- ▼ Bootstrap3-->
<link rel="stylesheet" href="<!--{$smarty.const.ROOT_URLPATH}-->js/bootstrap/css/bootstrap_custom.css" />
<!--{if false}-->
<link rel="stylesheet" href="<!--{$smarty.const.ROOT_URLPATH}-->js/bootstrap/css/bootstrap_custom-theme.css" />
<!--{/if}-->
-------------------------------------------


