
ブロックの配置と各ブロックの設定について
1. 3 カラム表示には対応していません。 

左側がレフトカラム（サイドカラム）、右側がメインカラム
になります。

2. スマホで表示する場合、メインカラムのブロックの後に、
レフトカラムのブロックが表示されます。

3. 「【ヘッダー】ログイン」と「グローバルナビ」は、tpl ファ
イルで直接読み込んでいるので配置する必要はありません。

4. ブロックが配置されていても、コンテンツが生成されてい
な場合は、ブロックは表示されません。

5. ブロックによっては、レフトカラム、メインカラムのどち
らかに配置した場合、レイアウトが崩れるものがあります。

トップスライド画像ブロック

コンテンツ管理 ＞ トップ画像管理をクリックすると、トップページ画像一覧が表示されます。
「トップページ画像を新規入力」ボタン、または「編集」をクリックすると編集画面に移動します。
登録数に制限はありません。

1. 非公開をチェックすると、サイト上には表示されません。

2. メイン画像とサムネイル画像を別々に登録します。サイズ
は、パラメータで設定されています。

3. リンク URL は、絶対パスで入力するのが無難です。 
下記の場合はフォルダ名からでも構いません。 
・ブロックをトップページのみに配置し、ドメイン内のペー
ジにリンクする場合

4. メイン画像をクリックしたときに、リンク先を同一ウィン
ドウで開くか、別ウィンドウで開くか設定できます。

EC-CUBE カスタマイズ　レスポンシブ Web デザイン

▼ブロック配置について
http://www.itoben.com/style/blog/1132.html
▼スライドパターンを変更する方法
http://www.kaiplus.com/user_data/top_slider.php



カテゴリブロック

1. 親カテゴリーをクリックすると、子カテゴリーが展開されます。

2. 別の親カテゴリーをクリックすると、展開していた子カテゴリーが閉じます。

3. ページが遷移しても、展開した状態を保持します。開いているカテゴリは赤字で表示
されるので、現在のカテゴリを確認することができます。

4. 親カテゴリの右側の矢印をクリックすると、カテゴリ内の商品がすべて表示されます。

5. メニューを開閉させるためには、子カテゴリーが存在し、なおかつ、そのカテゴリに
商品が登録されている必要があります。

カテゴリブロックの表示方法は、パラメータで設定できます。
CATEGORY_OPEN_PATTERN
商品カテゴリーブロックの表示方法（1: 通常　2: すべて展開　3: アコーディオン）

1：通常
カテゴリページに関係する子カテゴリーが展開します。

2：すべて展開
子カテゴリのすべてが展開された状態で表示されます。

3：アコーディオン



ランキングブロック

ランキング生成（集計）についての注意
ランキングは、管理者が管理画面のトップページを開いた時に、自動的に生成される仕組みになっています。
購入手続きが行われても、管理画面を開かなければランキングは更新されません。
また同様に、商品の削除や商品のランキング非表示設定を行っただけでは更新されませんので、必ず一度管理画面のトップペー
ジにアクセスしてください。

表示するアイテムの数は、パラメータ設定「RANKING_LIMIT」で設定します。

レフトカラムに配置することも、メインカラムに配置することもできます。

特定の商品をランキングに反映させないことも可能です。
商品管理＞商品登録で、ランキング表示を「非公開」にします。

商品一覧ページにブロックを配置して、商品カテゴリごとのランキングを表示することもできます。
詳しくは、「新機能マニュアル」をご覧ください。



新着情報ブロック

URL 欄に入力すると、サイト上に
「★詳しくはこちら」のリンクが表示されます。
「別ウィンドウで開く」をチェックすると、リンク先を別ウィン
ドウで開くことができます。

コンテンツ管理＞新着情報管理で、登録を行います。

▼フロントページで表示

ティッカーブロック

コンテンツ管理＞ティッカー管理で登録
します。

非公開を選択すると、サイト上には表示
されません。

表示順序は、移動欄の「上へ」「下へ」で
変更します。



FAQ よくある質問ブロック

FAQ よくある質問ブロックは、利用ガイドブロックの下に配置
してください。

カテゴリの登録

システム設定＞マスターデータ管理
ID：1 から連番で設定
値：カテゴリ名として表示されます。

【追加】
追加のデータに ID と値を入力して、登録ボタンをクリック。

【修正】
値のボックス内を修正して、登録ボタンをクリック。

【削除】
ID、値、両方を空にして、登録ボタンをクリック。

1. FAQカテゴリで、質問と回答を作成するカテゴリを選択し
ます。

2. FAQ質問欄に、質問を入力します。
3. FAQ回答欄に、回答を入力します。
4. 最後に「この内容で登録する」ボタンをクリックします。

FAQ カテゴリで選択されているカテゴリに属する質問の一覧が
下に表示されます。

質問と回答の作成

ソーシャルボタンブロック

カウント数が増えた場合のレイアウトは、システム設定＞パラメーター設定の、
SOCIAL_GOOGLE_RIGHT と SOCIAL_TWITTER_RIGHT 
で対応します。
値を大きくすると、ボタンの右余白が広がります。

Facebook の App_ID、Twitter アカウントを取得している場合
は、FACEBOOK_APPID、ACCOUNT_KEY_TWITTER に
入力しておくと、より有効にボタンを利用することができます。



当サイトについての地図表示

初期設定

管理画面の、基本情報管理＞ SHOP マスターで、緯度・経度を
入力すると、地図が表示されるようになります。

【出発地：A】は、パラメータで設定します。
ABOUT_MAP

【目的地：B】は、店舗の所在地です。

パラメータ ABOUT_MAP に 0 を入力すると、ルートは表示は
されません。

ルートを表示しない



会員価格について
インストール時は、会員価格の設定は無効になっていますので、会員価格を使用しない場合はそのままお使いください。
 会員価格を使用する場合はパラメータ設定で「MEMBER_PRICE」の値を「true」に変更します。
 会員価格を使用する場合でも、商品によっては会員価格を設定しないこともできます。
ポイントは会員価格に合わせて表示され、付加されます。

1. 会員価格を使用するかしないかを「MEMBER_PRICE」で
設定→会員価格の使用 (true: 使用する false: 使用しない )  
デフォルトでは「false」になっていますので、使用する場
合は値を「true」にしてください。

2.  「会員価格」という名称を変更する場合は、「MEMBER_
PRICE_TITLE」で設定。  
ここでの変更は、すべてのページに反映されます。

会員価格を使用する場合でも、商品によっては会員価格を設定
しないこともできます。

会員価格が設定されていない商品は、一般価格が表示され一般
価格で決済されます。

ポイントは会員価格に合わせて表示され、付加されます。

会員価格の登録は、管理画面の「商品管理＞商品登録」で行い
ます。
会員価格の入力欄は、パラメータ設定「MEMBER_PRICE」の
値を true にしないと表示されません。



お問い合わせの処理

お問い合わせがあると、管理画面に登録されます。

会員管理＞問い合わせ管理を開き、「返信」をク
リックすると、管理画面から返信することができ、
返信内容のデータも残ります。

返信画面では、テンプレートから「お問い合わせ
受付メール」を選択して、本文を作成し送信しま
す。

管理者のメールアカウントをメールソフトに登録しておけ
ば、同時にメールソフトにも送信されます。

その際、そのメールに対して返信を行う場
合、単純に「返信」だと管理画面の管理者
への返信になってしまいます。「全員に返
信」を選択すると、問い合わせ者にも返信
することができます。

「返信」「全員に返信」はメールソフトによっ
て名称が異なります。



CSSによるデザイン変更
CSS ファイル
■ html/user_data/packages/default/css/

=====================
最上部（ヘッダー部上）の線 ■ common.css
=====================
/*  PC 向けのスタイル：980px */
@media only screen and (min-width: 980px) {

#header_wrap {
 /* ▼ PC 用最上部ボーダー */
 border-top:3px solid #CCC;

=====================
ヘッダー部の背景 ■ common.css
=====================
#header_wrap {
 background: #fff;

=====================
サイト全体の背景 ■ common.css
=====================
body {
    background: #fff;

=====================
ブロックのタイトル　■ bloc.css
=====================
▼メインカラムに配置したとき

.main .block_outer h2 {
 border-left:#ccc 10px solid;

.main .block_outer h2 .title {
 background-color:#eee;
 color:#333;

▼サイドカラムに配置したとき

#side .block_outer h2 {
 border-left:#777 10px solid;

#side .block_outer h2 .title {
 background-color:#999;
 color:#FFF;

=====================
グローバルナビの背景　■ globalnav-1.css　■ globalnav-2.css
=====================
header nav {
 background:#f5f5f5;

/* ▼文字背景色マウスオーバー */
ul#global_nav_menu > li:hover {
 background:#ddd;

=====================
ページのタイトル　■ common.css
=====================
h2.title {
 background: #C00;
 color:#FFF;

=====================
フッター部の背景 ■ common.css
=====================
#footer_wrap {
 background:#ddd;



その他の機能については、下記をご覧ください。

▼カスタマイズ版の内容と機能の使い方（2.13.3 以降）
http://www.kaiplus.com/user_data/customize_from2133.php


