
デザインテンプレート　No.IBN4202

2　ヘッダー部

（1）■ app/template/*****/Block/header.twig
ブロック名：ヘッダー（商品検索・ログインナビ・カート）
header.twig には、ティッカーだけが記述されています。

1　CSS の記述について

デザインテンプレートは、オリジナル EC-CUBE の twig ファイ
ルや CSS ファイルをベースとして作成されています。

CSS については、オリジナルの CSS を変更するのではなく、
style.css の最後に追加することで、オリジナル箇所を上書きす
るような形をとっています。
左図の 19579 行目付近から記述されています。

■ html/template/*****/assets/css/style.css
※ ***** は、デザインテンプレートの保存フォルダ

（以降、同様）

（2）■ app/template/*****/Block/logo.twig
ブロック名：ロゴ
logo.twig には、ロゴ（logo.png）の記述があります。
加えて、Block フォルダの twig ファイルを読み込んでいます。

globalmenu.twig　contact.twig　cart.twig

mypage.twig　favorite.twig　login.twig　search_product.twig

順番を入れ替えて、並び順を変更することができます。

id="webTicker" を削除し <li> 要素を 1 つにすると、静止状態
でテキストが表示されます。



（3）■ app/template/*****/Block/mypage.twig

ログアウト時 ログイン時

（4）■ app/template/*****/Block/favorite.twig

ログアウト時 ログイン時

（5）■ app/template/*****/Block/login.twig

ログアウト時 ログイン時

ログアウト時は、アイコンクリックで「ログインページ」へ遷
移します。

（6）■ app/template/*****/Block/search_product.twig

スマホ用のドロワーメニューと共通の twig です。
CSS で調整しています。

（7）■ app/template/*****/Block/contact.twig

店舗情報は、設定＞店舗設定＞基本設定が反映されています。



（8）■ app/template/*****/Block/cart.twig

（9）■ app/template/*****/Block/globalmenu.twig

カテゴリが自動で表示されます。
3 階層のカテゴリを右端に配置すると、ブラウザの幅を超えて
しまうので注意してください。

ポイント設定が有効のときに表示されます。

送料無料条件（金額）が有効のときに表示されます。

送料無料条件（数量）が有効のときに表示されます。

ポイント設定、送料無料設定が無効のときには、ピックアップ
商品として、商品が 1 点表示されます。

■ app/template/*****/Block/cart_left.twig

■ app/template/*****/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 #}



3　デモサイトのトップページ配置ブロック

デモサイト
https://itoben.bex.jp/ibn4102/

デモサイトでは、トップページのレイアウトは左図のように
なっています。

「カテゴリナビ (PC)」は、#header に配置しても表示されま
せん。下層ページ用レイアウトの、#side_left、#side_right、
#contents_bottom などに配置して使用してください。

4　トップページ配置ブロック

（1）トップページの画像スライド
■ app/template/*****/Block/top_slider.twig
画像やテキストを変更してください。

PC・スマホで、別々の画像を表示することができます。

PC 用
<img class="pc" src="{{ asset('assets/img/top/top01_pc.jpg) }}">

デモサイトでは、縦 1200px、横 2400px のものを利用してい
ます。サイズ変更は可能ですが、縦横比が同じ画像を利用され
ることをお勧めします。

スマホ用
<img class="sp" src="{{ asset('assets/img/top/top01_sp.jpg') }}">

デモサイトでは、横幅 700px、高さ 900px の画像を使用して
います。

①　商品検索
■ app/template/*****/Block/search_product.twig

②　カテゴリー
■ app/template/*****/Block/category_nav_sp.twig

③　カートを見る～ホームに戻る
■ app/template/*****/Block/login_sp.twig

（10）スマホ：ドロワーメニュー

nav_sp.twig は、footer.twig で読み込んでいます。
■ app/template/*****/Block/footer.twig



（2）「新入荷商品特集」ブロック
■ app/template/*****/Block/eyecatch.twig 

（3）「トピック」ブロック
■ app/template/*****/Block/topic.twig 

jQuery

どちらも同じ画像を利用する場合は、class 属性を削除して、
PC 用・スマホ用の 2 つのコードを下記に置き換えてください。
<img src="{{ asset('assets/img/top/*****.jpg') }}">

テキストをスマホで非表示にする場合は、class="pc" を追加し
て PC のみで表示させるようにします。
<div class="pc" class="text2">

テキストのフォントサイズは、style.css で変更できます。
■ html/template/*****/assets/css/style.css
text1 → 20792 行目付近、font-size:4.5vw;
text2 → 20804 行目付近、font-size:3.5vw;

top_slider.twig は、default_frame.twig で読み込んでいます。
■ app/template/*****/default_frame.twig
85 行目付近



（5）「カテゴリ」ブロック
■ app/template/*****/Block/category.twig
カテゴリは自動で反映されないので、category.twig を編集し
てください。

（6）「新着情報」ブロック
■ app/template/*****/Block/news.twig
登録件数が 5 件を超えると、ページャーで表示されます。

1 行あたりのカテゴリ数を増減しても、ブラウザの幅にフィッ
トするように CSS で調整されています。
行を追加するときは、<div class="list_area"> ～ </div> の
範囲を追記してください。

jQuery

（4）「新着商品」ブロック
■ app/template/*****/Block/new_item.twig
URL（商品 ID）、商品画像名、商品名、価格を修正してください。
登録数に制限はありません。5 点を超えると、スライドが開始
されます。

jQuery



（7）「フッター」ブロック
■ app/template/*****/Block/footer.twig

ver4.1.1 より追加されたブロック

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　SVG アイコンについて

SVG アイコンは、Font Awesome を利用しています。
https://fontawesome.com/v5/search?o=r&m=free

バージョンは、5（5.15.4）を選択

左メニューの「Free」をクリックし、
アイコンをクリックします。

コードをクリックすると、コピーされるので、twig ファイルに
貼り付けてください。



6　商品一覧ページ

（1）バナー画像
■ app/template/*****/Product/list_banner.twig

カテゴリ ID と、そこで表示する画像を指定します。

上図の赤枠で説明すると、
('category_id') == 1：カテゴリ ID が 1 ならば、
'assets/img/category/category1.jpg'：category1.jpg を 表
示する、ということになります。
カテゴリ画像を追加する場合は、下記のコードを
<!-- ▼全ての商品の場合 --> の上に記述してください。
--------------------------------------
{% elseif app.request.query.get('category_id') == 5 %}
<img src="{{ asset('assets/img/category/category5.jpg') }}">
--------------------------------------

画像サイズは、縦：500px、横：1800px ぐらいを目安にして
ください。特に指定はありません。

「全ての商品カテゴリ」「指定されていないカテゴリ」の場合の
画像も登録してください。

カテゴリ名は自動的に反映されます。

list_banner.twig は、default_frame.twig で読み込まれていま
す。
■ app/template/*****/default_frame.twig
77 行目付近



（2）商品の並び方変更
右側のアイコンをクリックすると、縦一列で表示されます。

クッキーを利用することで、変更したレイアウトが継続される
ようになっています。（ブラウザを閉じるまで）

商品のコメントは、商品登録の「商品説明 ( 一覧 )」が反映さ
れます。（詳細説明に変更可能）

「横並び」「縦一列」の初期設定を変更する方法
ページ管理＞商品一覧ページ
テンプレート導入時は、「横並び」が初期状態となっています。
初期状態を「縦一列」に変更するには
191 行目付近、「square」→「list」に、
203 行目付近、「columns」→「rows」に書き換えます。

（2 カ所書き換え）

「横並び」のカラム数を変更する方法
ページ管理＞商品一覧ページ
3 カラム、4 カラム、5 カラムに変更することができます。
206 行目付近、

「column3」「column4」「column5」に書き換えます。

「商品説明（一覧）」を「詳細説明」に変更する方法
ページ管理＞商品一覧ページ
220 行目付近、「description_list」→
　　　　　　　　　「description_detail」に、
222 行目付近、「description_list」→
　　　　　　　　　「description_detail」に書き換えます。

（2 カ所書き換え）



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

スマホ表示

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

商品一覧ページで、



7　商品詳細ページ

（1）画像のズーム機能
商品画像にカーソルを乗せると、右エリアに拡大図が表示されます。

（2）サムネイルの表示方法の変更が可能
3 つのタイプが用意されているので、サイトに適したタイプを設定することができます。

タイプ 1 タイプ 2 タイプ 3

ページ管理＞商品詳細ページ
178 行目付近の数値を変更して、タイプを設定することがきま
す。（デフォルトは 2）
{% set imglayout_type = '2' %}

さらに、タイプ 3 では、縦サムネイルの表示件数、
スマホ表示の際の横サムネイルの表示件数を設定できます。

タイプ 1
サムネイルが一覧で表示されます。スライドはされません。



タイプ 2
サムネイルが横にスライドします。

タイプ 3
サムネイルが縦にスライドします。
サムネイルの表示件数は、前述の通り、変更が可能です。

商品画像を正方形や縦長にしている場合、
サムネイル全体をブラウザの高さに納めることができるので、
タイプ 3 が最適です。

縦長の商品画像の場合は左図のように表示されます。
左図の例では、画像の縦横比は 4:3 です。



商品説明
フリーエリア

（2）「商品説明」の位置変更

商品説明を関連カテゴリの下に移動するには、
■ app/template/*****/Product/detail.twig
下記コードを 320 行目付近、
{# 商品説明 表示位置① #} の下にに移動します。
--------------------------------------------------
<div class="ec-productRole__description description"> 
 {{ Product.description_detail|raw|nl2br }} 
</div>
--------------------------------------------------

スマホとタブレットでは、ズーム機能は解除され、
ピンチアウトが可能となります。

サムネイルはメイン画像の下に表示されます。



8　カテゴリナビ（PC）のカラム配置

カラムに配置
#side_left や #side_right、#contents_bottom などに配置す
ることができます。
親カテゴリ名をクリックすると開閉します。

（アコーディオン方式）

「カテゴリナビ (PC)」ブロックは、#header に配置しても表示
されません。

スマホでは、#side カラムは、#main カラムの下に移動するよ
うになっているので、カテゴリナビは、商品画像の下に表示さ
れます。



9　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

（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。


