
カスタマイズ内容と操作方法

1　カラムのレイアウト調整（CSS）

　左がデフォルト EC-CUBE
　右がデザインテンプレート

デフォルトでは、背景がグレー
で余白のあるブロックは、左
右に飛び出した感じになって
います。

デザインテンプレートでは、
すべてのブロックの幅が等し
く表示されるようになってい
ます。
これにより、body 背景を設定
した時、ばらつきがない美し
い並びが実現します。

▼スマホ画面について
左カラムに配置されたブロックは、
デフォルトでは非表示になってし
まいますが、デザインテンプレート
では、メインカラムの下に表示され
ます。
表示順は上から、
中央カラム
右カラム
左カラム　となります。



上記のカスタマイズにおいては、
default_frame.twig のレイアウトに関する記述は変更していま
せん。CSS だけで実現しています。

▼ style.css について
EC-CUBE デフォルトの記述は変更していません。
記述の最後にカスタマイズの css を追加し、デフォルト部分を
上書きする形になっています。
左図の通り、8983 行目付近からカスタマイズ css が記述され
ています。

2　グローバルメニューについて

■ app/template/ テンプレート名 /Block/logo.twig
--------------------------------------------
{{ include('Block/globalmenuA.twig') }}
--------------------------------------------

グローバルメニューを 3 種類の中から選択できます。
logo.twig の記述で、
A または B または C に書き換えることでデザインが変更され
ます。
※　変更後は管理画面のキャッシュ管理でキャッシュを削除し
てください。

（1）globalmenuA.twig「商品カテゴリー」を一つ（全商品）にまとめて表示する方法

/Block/globalmenuA.twig

①　24 行目付近を下記のように変更すると、一つにまとめるこ
とができます。
----------------------------------
<ul class="ec-itemNav__nav"> 
  {% for Category in Categories %} 
    <li> 
      {{ tree(Category) }} 
    </li> 
  {% endfor %} 
</ul>
-----------------------------------
↓【変更】
-----------------------------------
<ul class="ec-itemNav__nav"> 
  <li> 
    <a href="#"> 全商品 </a> 
    <ul> 
      {% for Category in Categories %} 
        <li> 
          {{ tree(Category) }} 
        </li> 
      {% endfor %} 
    </ul> 
  </li> 
</ul>
----------------------------------- 

<ul class="ec-itemNav__nav">
  <li>
    <a href="#"> 全商品 </a>
    <ul>
      {% for Category in Categories %}
        <li>
          {{ tree(Category) }}
        </li>
      {% endfor %}
    </ul>
  </li>
  <li>
  <a href="#"> メニュー 1</a>
    <ul>
      <li>
        <a href="#"> メニュー 2</a>
      </li>
      <li>
        <a href="#"> メニュー 2</a>
      </li>
      <li>
        <a href="#"> メニュー 2</a>
        <ul>
          <li>
            <a href="#"> メニュー 3</a>
          </li>
          <li>
            <a href="#"> メニュー 3</a>
          </li>
        </ul>
      </li>
    </ul>
  </li>
  <li><a href="#"> メニュー </a></li>
  <li><a href="#"> メニュー </a></li>
  <li><a href="#"> メニュー </a></li>
</ul>

②　左図のように「全商品」の横にメニューを並べる



（2）globalmenuB.twig「商品カテゴリー」を一つ（全商品）にまとめて表示する方法

/Block/globalmenuB.twig

①　24 行目付近を下記のように変更すると、一つにまとめるこ
とができます。
----------------------------------
<ul class="global"> 
  {% for Category in Categories %} 
    <li> 
      {{ tree(Category) }} 
    </li> 
  {% endfor %} 
</ul>
-----------------------------------
↓【変更】
-----------------------------------
<ul class="global"> 
  <li> 
    <a href="#"> 全商品 </a> 
    <ul> 
      {% for Category in Categories %} 
        <li> 
          {{ tree(Category) }} 
        </li> 
      {% endfor %} 
    </ul> 
  </li> 
</ul>
----------------------------------- 

<ul class="global">
  <li>
    <a href="#"> 全商品 </a>
    <ul>
      {% for Category in Categories %}
        <li>
          {{ tree(Category) }}
        </li>
      {% endfor %}
    </ul>
  </li>
  <li>
  <a href="#"> メニュー 1</a>
    <ul>
      <li>
        <a href="#"> メニュー 2</a>
      </li>
      <li>
        <a href="#"> メニュー 2</a>
      </li>
      <li>
        <a href="#"> メニュー 2</a>
        <ul>
          <li>
            <a href="#"> メニュー 3</a>
          </li>
          <li>
            <a href="#"> メニュー 3</a>
          </li>
        </ul>
      </li>
    </ul>
  </li>
  <li><a href="#"> メニュー </a></li>
  <li><a href="#"> メニュー </a></li>
  <li><a href="#"> メニュー </a></li>
</ul>

②　左図のように「全商品」の横にメニューを並べる

（3）globalmenuC.twig のメガメニューについて

/Block/globalmenuC.twig

カテゴリーは、すでに「全商品」にまとめられています。

メガメニューの下記の数に応じて、縦列に並びます。
--------------------------------------
<div class="item"> ～ </div>
--------------------------------------
これが、３つあるので 3 列に並んでいます。
1 つ増やすと、4 列で等間隔に並びます。
5 つにすると、5 列で等間隔に並びます。
あるいは、
<div class="item"> にこだわらず、
自由に記述し、CSS でレイアウトを整えることもできます。



3　サイト全体（ヘッダー・Body）の背景設定について

■ app/template/ テンプレート名 /default_frame.twig
38 行目付近
--------------------------------------------
 {# ▼ヘッダー・Body の背景　コメントアウトを解除し数値を変更→ 001 ～ 050 #} 
 {# <link rel="stylesheet" href="{{ asset('assets/css/design/001/style.css') }}"> #}
--------------------------------------------

↓赤字（コメントタグ）を削除し、デザインに応じて数値を変更します。
--------------------------------------------
 {# ▼ヘッダー・Body の背景　コメントアウトを解除し数値を変更→ 001 ～ 050 #} 
 <link rel="stylesheet" href="{{ asset('assets/css/design/001/style.css') }}">
--------------------------------------------

default_frame.twig の記述を変更することで、
ヘッダーと Body の背景を設定することができます。

※　変更後は管理画面のキャッシュ管理でキャッシュを削除し
てください。

▼デザイン一覧の確認
https://www.kaiplus.com/user_data/design_ec4.php

デザイン確定後に実行（必須ではありません。実行しなくても構いません。） 
デザインの確定後は上記変更のままでもよいのですが、次の方法により css へのリンクを 1 つ減らすことができます。

（1）/css/design/ 確定した番号 /style.css　の内容をすべてコピーします。
　　（002 で確定した場合の css は、/css/design/002/style.css となります）

（2）/css/style.css　の最後に貼り付けます。

（3）default_frame.twig の css 読み込みコードをコメントアウトするか、または削除します。 
　　-------------------------------------------
　　{# <link rel="stylesheet" href="{{ asset('assets/css/design/001/style.css') }}"> #} 
　　-------------------------------------------

（4）管理画面 [ コンテンツ管理＞キャッシュ管理 ] で [ キャッシュ削除 ] を行います。 



4　カテゴリナビ（PC）ブロックとカラムへの配置

EC-CUBE デフォルトの「カテゴリナビ（PC）」
EC-CUBE デフォルトでは、#header に配置されています。

デザインテンプレートでは、
カテゴリナビ（PC）はサイドカラムに配置できるようにカスタ
マイズしています。
動作も表示もデフォルトのものとは異なります。

※　#header に配置しても表示されません。

デザインテンプレートのカテゴリナビ（PC）

トップページの #side_left に配置

商品一覧ページの #side_left に配置



5　トップページ画像スライド

画像を変更したり、追加したりする場合は下記ファイルを編集
してください。
■ app/template/ テンプレート名 /Block/top_slider.twig

トップページ画像スライドは、レイアウトブロックの
#contents_top に配置していますが、管理画面で配置すること
はできません。
default_frame.twig で直接 top_slider.twig を読み込んでいま
す。
■ app/template/ テンプレート名 /default_frame.twig

次の方法で、ブラウザの幅に合わせて画像を横幅いっぱに表示
させることができます。

（1）ヘッダーと Body の背景を設定している場合は、設定なし
にしてください。

（2）/Block/top_slider.twig
17 行目付近を変更してください。
---------------------------------
@media only screen and (min-width: 1090px){ 
 .ec-sliderRole { 
  padding-left: 0; 
  padding-right: 0; 
  max-width: 100%; /* ★ PC：横幅いっぱいで表示すると
きは→ max-width: 100%; */ 
 } 
} 
 
        .slick-slider { 
            padding-top: 0; /* ★ PC：横幅いっぱいで表示するときは→ padding-
top: 0; 推奨 */ 
            margin-bottom: 30px; 
        }
--------------------------------- 

（3）style.css
9062 行目付近、max-width:1090px; をコメントアウトする
か削除してください。
---------------------------------
/* Layout: CONTENTS_TOP */ 
.ec-layoutRole__contentTop { 
 background:#fff; 
 /* max-width:1090px; */ 
 margin:0 auto; 
} 
--------------------------------- 



6　ページトップへ（Font Awesome の利用）

default_frame.twig を変更しています。
---------------------------------------
{{' ページトップへ '|trans}}
↓【変更】
<i class="ec-headerNav__itemIcon fas fa-chevron-up fa-fw"></i>
---------------------------------------

Font Awesome の基本的な記述
<i class="ec-headerNav__itemIcon fas fa-user fa-fw"></i>

赤字箇所によって、アイコンが変更されます。
▼アイコン一覧
https://fontawesome.com/icons?d=gallery
▼ Font Awesome の使い方（参考になります）
https://saruwakakun.com/html-css/basic/font-awesome

7　商品一覧ページ

EC-CUBE デフォルト デザインテンプレート

EC-CUBE デフォルトから、次の点をカスタマイズしています。
・パンくずリストのデザイン変更。
・2 カラム設定にしたり、ブラウザの伸縮をしたりしても、画像の周りに余白が生じない。
・規格名の長さに関係なく、セレクトボックスは常にエリア内に収まる。
・オンマウスで透過効果を適用。



参考：カートボタンの上余白を削除する

style.css の 6056 行目付近、
下記を削除すると、上詰めで表示されます。
---------------------------------
    display: -ms-flexbox;
    display: flex;
    -ms-flex-direction: column;
        flex-direction: column;
---------------------------------
flex-direction: column;} ←赤字を削除しないように注意！

参考：カートボタンを表示しない

{% if Product.stock_find %} 
　{% set form = forms[Product.id] %} 
　<form name="form{{ Product.id }}" id="・・・・・
　　<div class="ec-productRole__actions"> 
　　　{% if form.classcategory_id1 is defined %} 
　　　　・・・・・ 
　　　{% endif %} 
　　　<div class="ec-numberInput"><span>{{ ' 数量 '|trans }}</span> 
　　　　・・・・・ 
　　　</div> 
　　</div> 
　　{{ form_rest(form) }} 
　</form> 
　<div class="ec-productRole__btn"> 
　　<button type="submit" class="・・・・・ 
　　　{{ ' カートに入れる '|trans }} 
　　</button> 
　</div> 
{% else %} 
　<div class="ec-productRole__btn"> 
　　・・・・・ 
　</div> 
{% endif %} 

カートボタンを表示しない場合は下記を削除するとよい。
■ app/template/ テンプレート名 /Product/list.twig
179 行目付近から 213 行目付近

参考：件数の変更　商品並び順のデフォルト項目の変更

マスターデータ管理：mtb_product_list_max
----------------------------------------
16：16 件
32：32 件
48：48 件
----------------------------------------

マスターデータ管理：mtb_product_list_order_by
----------------------------------------
2：新着順
1：価格が低い順
3：価格が高い順
----------------------------------------



8　商品詳細ページ

商品画像をクリックしたときに、colorbox によるモーダルウィンドウを実装

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原寸大（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。
■ app/template/ テンプレート名 /Product/detail.twig
17 行目付近、赤字の数値を変更（1 ～ 5）します。
----------------------------------------
<link rel="stylesheet" href="{{ asset('assets/js/jquery.
colorbox/1/colorbox.css') }}">
----------------------------------------

1 2 3

4 5



商品画像が 3 点を超えるときは、サムネイル画像もスライド表示

EC-CUBE では、登録したすべての画像がサムネイルで表示さ
れます。
商品画像が 3 点を超えると、サムネイル画像もスライドで表示
されるようになります。

スライドで表示するか、横並びで表示するかを選択することが
可能です。
■ app/template/ テンプレート名 /Product/detail.twig
254 行目付近、赤字の数値を変更（1 または 2）します。
----------------------------------------
<!-- ▼ detail_imagetype1.twig または detail_imagetype2.twig --> 

{{ include('Product/detail_imagetype2.twig') }} 
----------------------------------------

1 に設定すると、横並びになります。
{{ include('Product/detail_imagetype1.twig') }}

9　商品検索とカートのポップアップ

商品検索とカートをクリックすると表示されるポップアップは、
画面の任意の場所をクリックしても、非表示となります。



10　ブロックの追加

ブロック管理 ＞ コンテンツ管理の「新規追加」をクリックしてブロックを作成し、カラムへ配置してください。
各コードの CSS 部分は、style.css へ移動しても構いません。

ブロック名：送料無料お知らせ
ファイル名：freedelive
コード：（以下をコピー）

{% if BaseInfo.delivery_free_amount %}
 <style>
 .freedelive_area {
  text-align:center;
  margin-bottom:30px;
  font-size:16px;
  background:#f7f7f7;
  padding:10px;
 }
 .freedelive_area .rule span {
  font-size:20px;
  font-weight:bold;
 }
 .freedelive_area .free {
  font-weight:bold;
  font-size:20px;
  color:#DE5D50;
 }
 .freedelive_area .icon {
  font-size:40px;
  color:#DE5D50;
 }
 </style>
 <div class="freedelive_area">
  <div class="rule"><span>{{ BaseInfo.delivery_free_amount|number_format(0) }} 円以上 </span> のご購入で </div>
  <div class="free"> 送料無料！ </div>
  <div class="icon">
   <i class="ec-headerNav__itemIcon fas fa-truck fa-fw"></i>
  </div>
  <div class="name">
   {{ BaseInfo.shop_name }}
  </div>
 </div>
{% endif %}

送料無料お知らせ



ブロック名：ポイントお知らせ
ファイル名：pointannounce
コード：（以下をコピー）

{% if BaseInfo.option_point == 1 %}
 <style>
 .pointannounce_area {
  margin-left:20px;
  margin-right:20px;
  margin-bottom:30px;
  font-size:15px;
  line-height:1.8em;
 }
 .pointannounce_area .about {
  font-size:16px;
  margin-bottom:5px;
  padding-bottom:5px;
  border-bottom:1px solid #999;
 }
 .pointannounce_area .about i {
  font-size:20px;
 }
 @media only screen and (min-width: 1090px){
  .pointannounce_area {
   margin-left:0;
   margin-right:0;
  }
 }
 </style>
 <div class="pointannounce_area">
  <div class="about">
   <i class="ec-headerNav__itemIcon fab fa-product-hunt fa-fw"></i> ポイントについて
  </div>
  <div class="login">
   {% if is_granted('ROLE_USER') %}
    ようこそ！ <strong>{{ '%last_name% %first_name% 様 '|trans({ '%last_name%': app.user.name01, '%first_name%': app.user.name02 }) 
}}</strong><br />
    現在の <span class="ec-color-red">{{ ' 所持ポイントは %point%pt'|trans({ '%point%': app.user.point|number_format}) }}</span> です。
   {% else %}
    ポイント制度をご利用になられる場合は、会員登録後ログインしてくださいますようお願い致します。
   {% endif %}
  </div>
  <div class-"rule">
   ポイントはご購入金額の <span class="ec-color-red">{{ BaseInfo.basic_point_rate }}%</span> が付与されます。<br />
   次回商品購入時に <span class="ec-color-red">{{ BaseInfo.point_conversion_rate }}pt ＝ 1 円 </span> として使用することができます。
  </div>
 </div>
{% endif %}

ポイントお知らせ

ブロック名：ショッピングガイド
ファイル名：shoppingguide
コード：（以下をコピー）

ショッピングガイド



<style>
.shoppingguide_area {
 margin-left:20px;
 margin-right:20px;
 margin-bottom:30px;
}
.shoppingguide_area .title {
 font-size:18px;
 text-align:center;
 color:#FFF;
 padding:8px;
 margin-bottom:10px;
 background:#000;
}
.shoppingguide_area .box.box_nagare {
 margin-bottom:20px;
}
.shoppingguide_area .box .item {
 margin-bottom:20px;
}
.shoppingguide_area .nagare .step {
 font-size:16px;
 text-align:center;
 border-bottom:1px solid #999;
 padding-bottom:5px;
 margin-bottom:5px;
}
.shoppingguide_area .nagare .step i {
 display:none;
}
.shoppingguide_area .guide .head {
 font-size:16px;
 font-weight:bold;
}
.shoppingguide_area .guide .text {
 margin-bottom:15px;
}
@media only screen and (min-width: 768px){
 .shoppingguide_area .box {
  display: -ms-flexbox;
  display: flex;
  justify-content: space-around;
  margin:0 -10px;
 }
 .shoppingguide_area .box .item {
  flex:1 1 0%; /* IE10・11 対応→ % を追加 */
  position:relative;
  margin:0 10px;
 }
 .shoppingguide_area .nagare .step i {
  display:inline;
 }
}
@media only screen and (min-width: 1090px){
 .shoppingguide_area {
  width:1090px;
  margin:0 auto 30px auto;
 }
}
</style>
<div class="shoppingguide_area">
 <div class="nagare">
  <div class="title"> ご注文の流れ </div>
  <div class="box box_nagare">
   <div class="item">
    <div class="step"> ご注文 <i class="ec-headerNav__itemIcon fas fa-arrow-right fa-fw"></i></div>
    <div class="comment">
     「カートに入れる」ボタンをクリックすると「ショッピングカート」に数量と金額が表示されますので「レジに進む」ボタンをクリックしてください。 
    </div>
   </div>
   <div class="item">
    <div class="step"> お客様情報 <i class="ec-headerNav__itemIcon fas fa-arrow-right fa-fw"></i></div>
    <div class="comment">
     会員でログインしていない場合はログイン画面が表示されます。会員登録をお願いいたします。登録後、カートへ進んでください。「ゲスト購入」も可能です。 
    </div>
   </div>
   <div class="item">
    <div class="step"> ご注文内容のご確認 <i class="ec-headerNav__itemIcon fas fa-arrow-right fa-fw"></i></div>
    <div class="comment">
     お届け先の指定やお支払い方法等をご入力いただきましたら、内容をご確認の上、「注文する」をクリックしてください。当店より注文受付メールが自動配信さ
れます。 
    </div>
   </div>
   <div class="item">
    <div class="step"> 入金・発送 </div>
    <div class="comment">
     当店で入金確認ができ次第、商品の発送準備を進め、発送が完了しましたら、メールでお知らせいたします。
    </div>
   </div>
  </div>
 </div>
 <div class="guide">
  <div class="title"> ショッピングガイド </div>
  <div class="box box_guide">
   <div class="item">
    <div class="head"><i class="ec-headerNav__itemIcon fas fa-credit-card fa-fw"></i> お支払いについて </div>
    <div class="text">
     当店では、郵便振替、現金書留、銀行振込、代金引換 ] をご用意しております。<br />
     ■郵便振替 <br />
     郵便局で為替を購入し、普通郵便でお送りください。<br />
     発券手数料はお客様負担でお願いします。<br /><br />
     ■現金書留 <br />
     書留の加算料金はお客様負担でお願いします。<br /><br />
     ■銀行振込 <br />
     下記の銀行口座にお振り込みください。<br />
     振り込み手数料はお客様負担でお願いします。<br /><br />
     口座情報 <br />
     ************************<br />
     ○○銀行　○○支店 <br />
     普通　□□□□□□□□ <br />
     受取人名　○○　○○ <br />
     ************************<br /><br />
     ■代金引換 <br />
     手数料がかかります。
    </div>
   </div>
   <div class="item">
    <div class="head"><i class="ec-headerNav__itemIcon fas fa-exchange-alt fa-fw"></i> 返品・交換について </div>
    <div class="text">
     返品・交換をご希望の場合には、商品到着後 1 週間以内に当店まで、メールまたはお電話にてご連絡ください。<br />
     ご連絡をいただいてから、1 週間以内に当店宛てにご返送をお願いしております。<br />
     なお、上記の期限を過ぎてからのご連絡は、返品・交換をお受けできかねます。
    </div>
    <div class="head"><i class="ec-headerNav__itemIcon fas fa-coins fa-fw"></i> 送料について </div>
    <div class="text">
     お買い上げごとに送料をいただいております。<br />
     {% if BaseInfo.delivery_free_amount %}
      {{ BaseInfo.delivery_free_amount|number_format(0) }} 以上お買い上げいただきますと送料無料になります。
     {% endif %}
    </div>
    <div class="head"><i class="ec-headerNav__itemIcon fas fa-truck fa-fw"></i> 配送について </div>
    <div class="text">
     配送は、クロネコヤマトまたは佐川急便でお届けします。<br />
     地域や商品の大きさによりましては、物流会社が変更になることもございますが、何卒ご了承ください。
    </div>
    <div class="head">{{ BaseInfo.shop_name }}</div>
    <div class="text">
     〒 {{ BaseInfo.postal_code }}<br />
     {{ BaseInfo.pref }}{{ BaseInfo.addr01 }}{{ BaseInfo.addr02 }}<br />
     電話：{{ BaseInfo.phone_number }}<br />
     営業時間 <br />
     {{ BaseInfo.business_hour }}<br />
     ・ネットでのご注文は 24 時間受け付けております。<br />
     ・お問い合わせは、お問い合わせフォーム メール お電話で受け付けております 
    </div>
   </div>
  </div>
 </div>
</div>


