
デザインテンプレートのインストール

1　オリジナル EC-CUBE のインストール

2　デザインテンプレートのアップロードと適用

（1）オーナーズストア ＞ テンプレート ＞ アップロード
（2）コード・名称の入力とファイルのアップロード
　　テンプレートコード：半角英数字、名称は自由。
　　（テンプレートファイルの保存フォルダ名になります）
　　テンプレート名：日本語可、名称は自由。
　　テンプレートファイル：********.tar.gz を選択
（3）右下の「登録」をクリック。

（4）テンプレート一覧のラジオボタンをチェックし、「登録」
をクリック。

テンプレートファイルの保存先を確認
カスタマイズを行う際は、このフォルダのファイルを編集する
ことになります。

オリジナル EC-CUBEをインストールする方法

•	 EC-CUBE サイトの無料ダウンロード版を利用してインス
トールします。	
https://www.ec-cube.net/	

•	 レンタルサーバの「簡単インストール」などを利用してイ
ンストールします。	
その際、EC-CUBE のバージョンとデザインテンプレート
の対応バージョンが合っていることを確認してください。	

•	 他の方法でインストール。	
バージョンが合っているかご確認ください。



左図は、デザインテンプレート適用直後です。

各ブロックの配置は、オリジナル EC-CUBE インストール後の
設定が反映されています。

コンテンツ管理＞レイアウト管理
トップページ用レイアウト
新入荷商品特集
トピック
新着商品
カテゴリ
新着情報

これらのブロックをそのまま利用されても問題ありませんが、
同梱されている「マルチブロックプラグイン」を利用すると、
管理画面で商品等を登録できるようになります。

3　既に運用中のサイトに適用する場合の注意
プラグインがインストールされているとき、プラグインによっ
ては、twig ファイルが app/template 内に生成されるものがあ
ります。生成されている twig ファイルを導入したデザインテ
ンプレートのフォルダにコピーしないとシステムエラーとなり
ますので注意して下さい。

▼たとえば左図では
デザインテンプレート適用前にインストールされた「おすす
め管理プラグイン」の recommend_product_block.twig が
default フォルダに生成されているので、それをテンプレート
フォルダにコピーしています。
また、管理画面のブロック管理で作成した test.twig も同様に
コピーしています。



4　ファビコンについて

EC-CUBE デフォルトのファビコンを変更しています。
必要であれば、ご自身のファビコンと入れ替えてください。
■ html/template/ テンプレート名 /assets/img/common/
favicon.ico

5　ロゴ画像について

ロゴは下記の画像を変更してください。
■ html/template/ テンプレート名 /assets/img/common/
logo.png

テンプレートのロゴ画像サイズ（目安）
横幅：364px　高さ：73px

位置の調整は CSSで行います。
■ html/template/ テンプレート名 /assets/css/style.css

8643 行目付近、スマホ位置
8471 行目付近、PC位置



カスタマイズ内容・操作方法

1　カラム（レイアウト）のCSS調整

サイドカラムにブロックを配置してもレイアウトは崩れませ
ん。
また、下図のように、スマホではメインカラムの下に表示され
ます。

style.css
■ html/template/ テンプレート名 /assets/css/style.css

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 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。

8020 行目付近からカスタマイズ css が記述されています。

EC-CUBE デフォルトでは、
スマホで閲覧すると、左カラ
ムに配置されたブロックは、
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。



2　ヘッダーのブロックについて

■app/template/ テンプレート名 /Block/header.twig
３つの twig ファイルを読み込んでいます。
nav_sp.twig
login.twig
cart.twig

■ app/template/ テンプレート名 /Block/logo.twig
ロゴ画像と 2つの twig ファイルを読み込んでいます。
cart.twig
globalmenu.twig

■ app/template/ テンプレート名 /Block/category_nav_pc.twig
カテゴリナビ（PC）は、#header に配置しても表示されません。
サイドカラムやメインカラムに配置して使用してください。
親カテゴリをクリックすると子カテゴリが展開するアコーディ
オンになっています。

■app/template/ テンプレート名 /Block/login.twig



3　グローバルメニュー

■app/template/ テンプレート名 /Block/globalmenu.twig

「全商品」は twig ファイルに記述されています。
それ以外は、カテゴリが自動的に反映されます。
親カテゴリが多いとメニューバーが窮屈な感じになりますの
で、カテゴリを作成する際は数や文言を考慮してください。

「全商品」を削除する方法
①　4行目付近の数値を 0に変更します。
{%	set	parent_cnt	=	0	%}{#	←「全商品」を親カテゴリに
追加して「1」とする。「全商品」を削除した場合は「0」	#}

②　<li> ～ </li> を削除します。
{#	▼全商品	#}	
<li	class="product_all"><a	href="{{	url('homepage')	}}
products/list"> 全商品</a></li>	
{#	▲全商品	#}

4　ページトップへ（Font	Awesomeの利用）

■app/template/ テンプレート名 /default_frame.twig
145 行目付近、
<i	class="ec-headerNav__itemIcon	fas	fa-chevron-up"></i>

Font Awesome の基本的な記述
<i class="fas fa-chevron-up"></i>

▼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



5　トップページのブロック入れ替え（配置）
EC-CUBE デフォルトで配置されているブロックを未使用ブ
ロックに移動し、同梱されている「マルチブロックプラグイン」
のブロックを配置します。
配置するブロックについては、プラグインのマニュアルをご覧
いただきながら、自由に決めてください。

下図は、配置例です。

#contents_topに「トップ画像スライド」を配置。
#contents_bottomに「送料無料・ポイント」と「ショッピ
ングガイド」を配置。
「カテゴリナビ（PC）」は未使用ブロックに移動。



EC-CUBE4.1.1 より追加されたブロック等

EC-CUBE4 系にデフォルトでインストールされている「おすす
め商品管理プラグイン」を有効化して、ブロックを配置すると
左図のように表示されます。
他のブロックのデザインに合わせ、スライドで表示されるよう
にカスタマイズしています。

また、4.1.1 から新しく追加された「カレンダー」ブロックは、
定休日カレンダー設定で登録された日付とタイトルがカレン
ダーの横に時系列で並ぶようにカスタマイズしています。

EC-CUBE4 系にデフォルトでインストールされている「商品レ
ビュー管理プラグイン」を有効化すると、商品詳細ページで左
図のように表示されます。
レイアウトをカスタマイズしています。



5　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。

サイドカラムにブロックを配置すると、商品は横並び 4列で表
示されます。（ブロックの配置が無いときは横並び 5列）
左図では、#side_left には「カテゴリナビ（PC）」と「送料無料・
ポイント」を配置しています。



スマホ表示

「カテゴリナビ（PC）」は、#main_bottomにも配置するこ
とができます。



参考：カートボタンの上余白を削除する

style.css の 5680 行目付近、
下記を削除すると、上詰めで表示されます。
display:	flex;	
flex-direction:	column

参考：カートボタンを表示しない

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
187 行目付近、
{%	if	Product.stock_find	%}･････{%	endif	%}



6　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（最大ブラウザ幅 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、サムネイルもスライド

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
288 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')	}}

EC-CUBE デフォルトで生じるサムネイルの右スペースは、本
製品では生じません。



7　レイアウト管理　新規作成・適用方法（デフォルト機能）

「商品一覧ページ用レイアウト」を作成する

（1）コンテンツ管理＞レイアウト管理
「新規作成」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)」と「送料無料・ポイント」を
#side_leftに配置しています。

（3）コンテンツ管理＞ページ管理
「商品一覧ページ」をクリック。

（4）レイアウト設定
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」
ボタンをクリックすれば完了です。

（5）コンテンツ管理＞レイアウト管理
「商品一覧ページ用レイアウト」が確認できます。



ページに合ったレイアウトの追加

レイアウトを追加するのは自由です。
必要に応じてレイアウトを追加し、「ページ管理」でレイアウ
トの設定を行ってください。

商品詳細ページ用レイアウト


