
デザインテンプレート　No.IBN4204

2　ヘッダー部（バーの背景色については、8「CSS について」をご覧下さい）

（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、メッセージだけが記述されています。

1　style.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）と twig ファイルの読み込み
コードが記述されてます。

▼読み込み twig
Block/mypage.twig　Block/favorite.twig
Block/login.twig　Block/block_search_product.twig
Block/contact.twig　Block/cart.twig
Block/category_menu.twig



（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

（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。



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

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

（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。



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

カテゴリが自動で表示されます。
「全商品」のリンクは、ファイルに記述されています。

子カテゴリが存在するとき、カテゴリ名の隣に＋アイコンが表
示され、オンマウスで子カテゴリの一覧が表示されます。

子カテゴリ一覧の右側のエリアは、下記の carousel.twig に記
述されています。

（10）■ app/template/*****/Block/carousel.twig

子カテゴリ一覧の右側のエリアに反映されます。

{# ======== ↓ここから ======== #} 
{# ★ カテゴリ ID 設定↓ #} 
{% if Category.id == 1 %} 
  <div class="title"> 
    <span> おすすめ！ </span>{{ Category.name }} 
  </div> 
  <div class="carousel_item"> 
    {% set Product = repository('Eccube\\Entity\\Product').findWithSortedClassCategories(13) %}{# ★ ( ) 内は商品 ID #} 
    {{ include('Block/carousel_sub.twig') }} 
    {% set Product = repository('Eccube\\Entity\\Product').findWithSortedClassCategories(11) %}{# ★ ( ) 内は商品 ID #} 
    {{ include('Block/carousel_sub.twig') }} 
    {% set Product = repository('Eccube\\Entity\\Product').findWithSortedClassCategories(20) %}{# ★ ( ) 内は商品 ID #} 
    {{ include('Block/carousel_sub.twig') }} 
    {% set Product = repository('Eccube\\Entity\\Product').findWithSortedClassCategories(41) %}{# ★ ( ) 内は商品 ID #} 
    {{ include('Block/carousel_sub.twig') }} 
  </div> 
{% endif %} 
{# ======== ↑ここまで ======== #}

①　「↓ここから」「↑ここまで」が、1 セットになります。子カテゴリが存在する親カテゴリの数の分を用意します。

②　親カテゴリの ID を指定します。→ {% if Category.id == 1 %}

③　タイトルは自由に設定して下さい。→ <span> おすすめ！ </span>{{ Category.name }}

④　表示する商品を登録します。以下の 2 行で 1 セットです。セット数に制限はありません。ID（数値）のみの変更となります。
{% set Product = repository('Eccube\\Entity\\Product').findWithSortedClassCategories(13) %}{# ★ ( ) 内は商品 ID #} 
{{ include('Block/carousel_sub.twig') }}

※　上記にこだわらず、HTML で自由に作成することも可能です。



3　コンテンツ管理＞レイアウト管理

カテゴリナビ (PC) について

カテゴリナビ (PC) は、#header に配置しても表示されません。
また、「カテゴリ」ブロックと一緒に配置することはできません。

【注意！】
トップページ用レイアウトでは、必ず未使用ブロックに移動し
てください。

下層ページ用レイアウトでは、#side_left、#side_right、
#contents_bottom などに配置して使用することができます。

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

デモサイトのブロック配置
https://itoben.coresv.com/ibn4104demo/

・「おすすめ商品」は、EC-CUBE 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」です。
・「カレンダー」は、EC-CUBE4.1.1 から追加された機能です。
・次ページから、ブロックの詳細について説明します。



4　トップページ配置のブロックについて

（1）トップページの画像スライド
■ app/template/*****/Block/top_slider.twig

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

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

MP4、YouTube、画像で表示する方法
25 行目付近の <div class="main"> ～ </div> の中を次のよ
うに記述します。
▼ MP4 を使用 
<video controls muted playsinline loop id="middle_area_video"> 
 <source src=" 動画の URL" type="video/mp4"> 
</video> 
 
▼ YouTube を使用（○○○は YouTube 動画 ID） 
<div class="youtube"> 
 <iframe id="youtube_player" src="https://www.youtube.com/
embed/ ○○○ ?enablejsapi=1&controls=1&fs=0&iv_load_policy=3&rel=0&
showinfo=0&loop=1" frameborder="0"></iframe> 
</div> 
 
▼画像を使用 
<a class="hoverUp" href="････････"> 
 <img src="････････"> 
 <div class="details"> 
  <div class="item title"> タイトル的なテキスト </div> 
  <div class="item info"> コメント的なテキスト </div> 
 </div> 
</a>

■ html/template/*****/assets/css/style.css
9778 行目付近にも記述の方法が書かれています。



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

（4）「新着商品」ブロック
■ app/template/*****/Block/new_item.twig

（5）「カテゴリ」ブロック
■ app/template/*****/Block/category.twig
左エリアのカテゴリ一覧は自動で表示され、アコーディオンで
開閉します。

category_nav_pc.twig を読み込むことにより、カテゴリ一覧
が自動で表示されます。

【注意！】
コンテンツ管理＞レイアウト管理の「トップページ用レイアウ
ト」で、#header カラムに「カテゴリナビ（PC）」ブロックが
配置されていると誤動作となるので、ブロックは未使用ブロッ
クに移動してください。



（6）「新着情報」ブロック
■ app/template/*****/Block/news.twig

（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、スライドで表示するように
カスタマイズされています。

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されています。

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。

登録件数が 5 件を超えると、ページャーで表示されます。



SVG アイコンは、Font Awesome を利用しています。
https://fontawesome.com/icons?d=gallery

検索ボックスで、「5.15.4」を選択します。

「Free」をクリックします。

目的のアイコンをクリックします。

5　SVG アイコンについて

コードをクリックすると、クリップボードにコピーされます。



6　商品一覧ページ

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

• 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。

• カテゴリ名は自動的に表示されます。

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

{% if app.request.query.get('category_id') == 1 %} 
     <img src="{{ asset('assets/img/category/category1.jpg') }}"> 
{% elseif app.request.query.get('category_id') == 2 %} 
    <img src="{{ asset('assets/img/category/category.jpg') }}"> 

上記コードの説明です。
カテゴリ ID が「1」なら、category1.jpg を表示する、
カテゴリ ID が「2」なら、category2.jpg を表示する、
となります。
カテゴリを追加する場合は、下記 2 行を 1 セットとして追加し
ます。
{% elseif app.request.query.get('category_id') == ○ %} 
    <img src="{{ asset('assets/img/category/ ○○○○ ') }}">

<!-- ▼全ての商品の場合 --> 
    {% elseif Category is null %} 
        <img src="{{ asset('assets/img/category/category.jpg') }}"> 
<!-- ▼指定されていないカテゴリの場合 --> 
    {% else %} 
        <img src="{{ asset('assets/img/category/category.jpg') }}"> 
    {% endif %}

「全ての商品の場合」と「指定されていないカテゴリの場合」に
表示する画像を最後に設定します。



（2）商品の並び方変更

右のアイコンをクリックすると、縦一列で表示されます。
クッキーの働きで、ページを遷移してもレイアウトが保持され
ます。

規格が設定されている場合、商品コードと通常価格は表示され
ません。商品詳細ページで確認してもらいます。
規格が設定されていない商品では、両方とも表示されます。

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。
商品詳細の商品説明を使用する場合は、
■ app/template/*****/Product/list.twig
270 行目付近を変更します。
{{ Product.description_list|raw|nl2br }}
↓【変更】
{{ Product.description_detail|raw|nl2br }}

（3）サイドカラムにブロックを配置
サイドカラムにブロックを配置すると、商品は横並び 3 列で表
示されます。
左図では、#side_left に「カテゴリナビ（PC）」を配置しています。

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



7　商品詳細ページ

商品画像にカーソルを乗せると、画像が原寸大（アップロード
したサイズ）で表示されます。（PC 操作の場合）

スマホでの表示

スマホでは、Main カラムの下にサイドカラムが表示されるよ
うになっているので、

「カテゴリナビ（PC）」を #side_left または #side_right に
配置したとき、左図のように表示されます。

#main_bottom に配置したときも同じく、左図のように表示
されます。

（1）画像のズーム



スマホでは、ピンチアウトが可能です。

（2）「商品説明」と「フリーエリア」

商品説明

フリーエリア

商品レビュー管理プラグイン



（4）サムネイルのレイアウト変更
■ app/template/*****/Product/detail.twig
187 行目付近、
detail_imagetype1.twig に変更すると、
サムネイルがスライドせずに一覧で並びます。

（3）サムネイル画像について

登録されている画像が 1 点のときは、サムネイルは表示されま
せん。

登録されている画像が 4 点以下のときは、サムネイルは一覧で
表示され、4 点を超えるとスライドを開始します。

次のファイルを修正して、スライドを開始する点数を変更する
ことが出来ます。
■ app/template/*****/Product/detail_imagetype2.twig
38 行目付近の数値を変更

さらに、style.css を修正して、列数を変更することもできます。

■ html/template/*****/assets/css/style.css
23062 行目付近



8　CSS について

ヘッダー上部の背景色と文字色、
カテゴリメニューの背景色と文字色を変更する場合は、
style.css を修正してください。

■ html/template/*****/assets/css/style.css

ヘッダー上部の背景色と文字色
20040 行目付近

カテゴリメニューの背景色と文字色
20800 行目付近
20819 行目付近

ボタンの新規追加

19621 行目付近から記述されています。
.ec-blockBtn--blue
.ec-blockBtn--black
.ec-blockBtn--white
.ec-inlineBtn.blue
.ec-inlineBtn.black



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。

同じ方法で、商品詳細ページ用など、必要なレイアウトを作成
することができます。


