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商標 
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第1章 E-Shoppy Mall Ver4の概要 
 

1.1 E-Shoppy Mall の特徴 
 

E-Shoppy Mall (イーショッピー・モール)はインターネットを利用したオンラインショッピング

サイトをトータルに構築するための「EC サイト構築・運営統合アプリケーション」です。 

本ソフトウェアは、商品情報や注文情報、顧客情報まで総合的に管理することで、使いやすく安

定したサービスを提供することができます。1 ショップでもショッピングモールでも個々に設定

ができる柔軟性の高いシステムです。 

 

1.1.1 基本機能 

 

複数ショップ対応 

 

E-Shoppy Mall Ver4は、ショッピングモールとして複数のショップを運用することができま

す。ショップの登録数、１ショップあたりの商品数は無制限1です。またショップごとに運営

の許可や登録商品数を制限することができます。 

 

携帯対応 

 

携帯端末(XHTML 対応機種)向けのページを表示して、携帯から商品を注文することができま

す。また携帯ページのURLは、PC環境から携帯にメールで知らせることができます。 

 

スマートフォン対応 

 

スマートフォン(iPhone/Andorid 搭載機種)向けに最適化されたページを表示して、スマート

フォンから商品を注文することができます。 

 

テンプレート機能 

 

画面表示の元になる雛形ファイル(テンプレート)を採用することで、各商品、各カテゴリ、シ

ョップ全体、モール全体のページレイアウトを一括して変更することができます。またテン

プレートファイル内では、簡単な条件文を記述することができ、HTML と組合せてカスタマ

イズ性の高い表示を行うことができます。 

 

商品登録 

 

商品ごとに商品名、商品コード、参考価格(定価)、販売価格(売価)、在庫数、商品説明 3 個、

画像 6 個(携帯用 1 個含む)、割引価格、色、サイズ、種類、関連商品１個を登録することがで

きます。また、税込み・税抜きを商品ごとに設定でき、季節商品などに便利な商品の表示・

非表示切り替えも可能です。 

 

決済方法 

 

モールの運用方法は、各ショップが独立して決済を行う方法と、自社内でモールとショップ

を運営して一括して決済する方法があります。また決済方法は、銀行振込、郵便振替、代金

引替、コンビニ決済(別途契約が必要)、クレジット決済(別途契約が必要)と豊富な決済方法を

利用することができます。 

 

                                                   
1 快適に利用できる登録数はサーバの状況によって変わります。 
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通知メール 

 

注文時や配送完了時には、ご注文者、ショップ管理者、モール管理者にそれぞれ注文内容を

記載したメールを送信することができます。注文メールの内容は、ショップごとに変更する

ことができます。 

 

送料 

 

送料は購入金額に応じて都道府県別に設定することができます。各支払・配送方法の手数料

を設定すると、代金引替手数料やコンビニ決済手数料にも対応することができます。また商

品個別に送料無料、クール便、商品追加送料を設定して送料を変更することができます。 

 

アフィリエイトプログラム 

 

A8.net とご契約頂ければアフィリエイトを利用することができます。設定は管理画面から可

能です。 

 

お知らせ記事 

 

セールのお知らせやショップの紹介記事を作成して掲載することができます。記事は簡易な

記述方法(Wikiの文法)で素早く作成することができます。 

 

1.1.2 より快適なオンラインショッピング 

 

買い物かご機能 

 

ご購入のお客様が SSL 暗号化通信の利用を選択できるため、 SSL を利用できない環境のお

客様もご利用頂けます。買い物かごに入れることができる商品数は、モール管理者が設定す

ることができます。買い物かご内は、今すぐ買う商品と後で買う商品を分けて表示できます

ので、購入を考え中の商品を買い物かごに入れたまま会計を行うことができます。 

 

※携帯画面の買い物かごは、今すぐ買う商品のみの表示になります。 

※会員のお客様は、注文履歴からも買い物かごに商品を入れることができます。 

※SSL 暗号化通信を利用するにはご利用のサーバで SSL が利用可能になっている必要があり

ます。 

 

1.1.3 商品マッチング 

 

ジャンル/カテゴリ表示 

 

商品は、ジャンル(大分類)、カテゴリ(中分類)、サブカテゴリ(小分類)を使用して表示するこ

とができます。モール管理者はモールのトップページのジャンルとカテゴリを登録し、ショ

ップ管理者はショップのトップページのカテゴリを登録することができます。 

 

お知らせ機能 

 

新着、おすすめ、お買い得に分けて商品を表示することができます。また商品の売上げラン

キングを表示することができます。 

 

レコメンド機能 

 

ユーザの商品閲覧履歴や注文履歴をもとに商品の詳細画面で「この商品を見た人はこんな商

品も見ています。」や「こんな商品が一緒に買われています。」を表示することができます。 
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レビュー機能 

 

会員ユーザは商品やショップについての評価(レビュー)を投稿することができます。レビュー

記事は管理者が確認した後に掲載されます。また商品をお友達にメールで知らせることもで

きます。 

 

セール販売・注文オプション 

 

商品別に期間を決めてセール価格を設定することができます。またショップごとに注文時の

ラッピングサービスの選択を許可することができます。 

 

検索機能 

 

モール内の全商品もしくは、ショップ内の商品を対象に詳細検索を行うことができます。詳

細検索では、ショップ番号、カテゴリ番号、商品番号、商品名、メーカー名、販売価格、送

料無料、在庫ありなどの項目で商品を絞り込んで表示することができます。検索結果は、商

品番号、販売価格、登録日で並べ替えることができます。 

 

またモール内のショップ、カテゴリを対象にキーワード検索を行うことができます。 

 

1.1.4  ユーザサービス 

 

会員登録機能 

 

会員登録を行うと、注文時にメールアドレスとパスワードを入力するだけで簡単に連絡先を

入力することができます。会員登録時のパスワードは自由に設定することができます。また

会員登録されたお客様は、ご自身の注文履歴を確認でき、履歴からもお買物ができます。 

 

※ 携帯の場合は、画面メモからの簡単ログイン機能を利用することができます。 

 

ポイント機能 

 

会員のお客様は、購入金額に応じたポイントが発行されます。貯まったポイントは購入時の

値引きに使用することができます。より多くのお客様に何度も利用して頂けます。 

 

メールマガジンの配信 

 

会員のお客様は、モール管理者もしくは各ショップの管理者が配信するメールマガジンを受

取ることができます。メールマガジンの配信は、誕生日、性別、ポイント数、趣味、好みに

よって配信対象を絞り込むことができます。 

 

1.1.5 管理機能2 

 

扱える商品データ 

 

商品ごとに商品名、商品コード、参考価格(定価)、販売価格(売価)、在庫数、商品説明 3 個、

画像 6 個(携帯用 1 個含む)、割引価格、色、サイズ、種類、関連商品１個を登録することがで

きます。また、税込み・税抜きを商品ごとに設定でき、季節商品などに便利な商品の表示・

非表示切り替えも可能です。 

 

                                                   
2 管理画面の操作は、全て PC環境から行います。 
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在庫管理 

 

商品の在庫数を管理することができます。商品紹介のページには、在庫数のほか、「注文可」

「売り切れ」などの言葉で表示することもできます。在庫数が規定個数よりも少なくなると、 

ショップ管理者に在庫不足を知らせるメールが届きます。 

 

入金・発送進捗管理 

 

お客様の入金、商品の送付を管理することができます。管理者は、お支払い、商品送付に関

するメモを入力することができ、お客様が会員の場合は、入金・発送の状況を注文履歴で確

認することができます。  

 

売上げ集計 

 

モール全体もしくは、ショップごとに売上げを集計表示することができます。売上げ情報を

CSVファイルでダウンロードして加工・編集・分析をすることも可能です。  

 

ショップ利用料の集計 

 

モール管理者は、各ショップの月額利用料を設定して、集計・請求することができます。 

 

データベースの利用 

 

管理室で検索できるデータは、CSV ファイルでダウンロードして Excel や Access を利用し

て加工することができます。商品情報は、ショップ管理者が CSV ファイルをアップロードし

て一括上書き登録することができます。  
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1.2 導入の流れ 
 

E-Shoppy Mall の運用方法は、自社サーバや他社レンタルサーバで運用する方法とクラウドサー

ビス(弊社レンタルサーバ)で運用する方法の 2種類あります。 

 

1.2.1 自社サーバ/他社レンタルサーバの場合 

 

自社サーバもしくは他社のレンタルサーバを使って利用される場合は、サイトの規模や運用

方針に合わせたサーバの選択や設定を行うことができます。 

 

導入の流れ お客様作業 弊社作業 

1. 機能の確認 

試用版やデモサイトを使って機能をご確

認下さい。導入について、ご不明な点が

ありましたらお問い合わせ下さい。 

 

2. サーバの準備 

ご利用条件(1.5.1項)を満している自社サ

ーバもしくは他社のレンタルサーバをご

手配下さい。 

 

3. 注文・お申込み 
注文フォームからお申込み下さい。お申

込み後に請求メールが届きます。 
 

4. お支払い・入金 
お申込み内容を確認した後、ご請求金額

を指定の口座にお振込み下さい。 
 

5. 入金の確認  
ご入金を確認した後、入金確認のメール

をお送りします。 

6. ダウンロード 

入金確認のメールに記載されているペー

ジにアクセスして、ソフトをダウンロー

ドして下さい。初めての方はパスワード

を設定して頂く必要があります。 

 

7. インストール 

インストール手順(第 2 章)に従って、ご

利用のサーバにインストールして下さ

い。ご不明な点がありましたらお問い合

わせ下さい。 

※ご注文時にインストール代行(オプシ

ョン)をお申込みの場合は、弊社が行い

ます。 

8. 運用の準備・開始 

運用の準備(第 3 章)、セキュリティ対策

(第 4 章)、クレジット決済(第 5 章)、定

期処理の設定(第 6 章)、 バックアップ

の設定(第 7章)を行って下さい。 

 

9. デザイン変更 
必要に応じて画面デザインやメール文章

を変更して下さい。(第 8章) 
 

10. バージョンアップ 

バージョンアップ (不具合の修正など)

はバージョンアップライセンスを購入し

て、ファイルを差し替えて下さい。 

サポート内容は第 12 章をご参照下さ

い。 
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1.2.2 クラウドサービスの場合 

 

クラウドサービス(弊社レンタルサーバ)を使って利用される場合は、サーバの設定やインスト

ールを弊社が行いますので、ご入金確認後約 3～7営業日で利用を開始することがでます。 

 

導入の流れ お客様作業 弊社作業 

1. 機能の確認 

試用版やデモサイトを使って機能をご確

認下さい。導入について、ご不明な点が

ありましたらお問い合わせ下さい。 

 

2. 注文・お申込み 
注文フォームからお申込み下さい。お申

込み後に請求メールが届きます。 
 

3. お支払い・入金 
お申込み内容を確認した後、ご請求金額

を指定の口座にお振込み下さい。 
 

4. 入金の確認  
ご入金を確認した後、入金確認のメール

をお送りします。 

5. サーバの準備  
お申込み内容に従ってサーバの初期設定

を行います。 

6. インストール  

お申込み内容に従ってインストール、セ

キュリティ対策(第 4 章)、定期処理の設

定(第 6 章)、バックアップの設定(第 7

章)を行います。 

7. サービス開始のお知らせ  

サーバの設定及びインストールが完了し

ましたら、サーバにログインするために

必要な ID とパスワードをお知らせしま

す。 

8. 運用の準備・開始 
運用の準備(第 3 章) 、クレジット決済

(第 5章)を行って下さい。 
 

9. デザイン変更 
必要に応じて画面デザインやメール文章

を変更して下さい。(第 8章) 
 

10. バージョンアップ 
サポート内容は第 12 章をご参照下さ

い。 

お問い合わせ対応及びバージョンアップ

ライセンスを購入された場合に限り、バ

ージョンアップ作業を弊社で代行いたし

ます。 

 

クラウドサービスの制限事項 

※ クラウドサービスの場合は、配布ファイル版の提供はありません。 

※ Telnet(あるいは SSH)でサーバにログインすることはできません。(FTPのみログイン可能) 

※ コマンドラインで実行する処理(モールのインストール、モールの初期データの登録、特定商

取引法の記入欄追加、郵便番号データの更新)は行えません。お問い合わせ対応をご契約の場

合に限り弊社で代行いたします。 

※ サイトのアクセス数やデータ量が多い場合は、サーバの移転をお願いすることがあります。 
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1.3 ライセンスの種類 
 

E-Shoppy Mallのライセンスは、ご利用方法に合わせて 3種類あります。 

 

項目 

自社サーバ/他社レンタルサーバ 

クラウドサービス 

基本ライセンス カスタマイズ可能ライセンス 

自社サーバ/他社レンタルサーバにおける利用 ● ●    × ※1 

インストール代行 オプション(インストール代行) ● 

画面のデザインやレイアウトの変更 

(HTML/CSS/画像/テンプレートの変更) 
● ● ● 

E-Shoppyのロゴ削除 

画面テンプレート内の著作権表示の削除 
● ● ● 

プログラム(perl)の変更 

(既存動作の変更・独自機能の追加) 
× ● × 

操作・設定方法のお問い合わせ対応 オプション(お問い合わせ対応) 

バージョンアップ版の配布ファイルの提供※2 

バージョンアッ

プ基本ライセン

ス 

バージョンアップカスタ

マイズ可能ライセンス 

バージョンアッ

プクラウドライ

センス※3 

バージョンアップ作業の代行 オプション(バージョンアップ作業代行※4) 

指定 HTML/CSS/画像のテンプレート組込み オプション(コーディングサービス) 

(●:可能 ×:不可)    

 

※1 クラウドサービスをご利用後、本ソフトウェアを自社サーバ/他社レンタルサーバに移設される場

合は、別途基本ライセンスもしくはカスタマイズ可能ライセンスをお申込み頂く必要があります。  

※2 バージョンアップ版の配布ファイルは、バージョンアップライセンスをご購入のお客様のみ入手

することが可能です。修正ファイルはマイナーバージョンアップ版(Ver4.x)のみ提供されます。配

布ファイルの内容や対応範囲は第 12章をご参照下さい。 

※3 クラウドサービスをご利用のお客様は、お問い合わせ対応及びバージョンアップライセンスをご購

入のお客様のみ代行更新いたします。 

※4 バージョンアップ作業は、マイナーバージョンアップ(Ver4.x)を対象として必要最小限のファイル

の差し替えとさせて頂きます。オプション(バージョンアップ作業代行)の料金は、お問い合わせ下

さい。 

 

ライセンス、オプションのご案内(詳細・料金)はホームページをご参照下さい。 

http://www.e-shoppy.com/function/ 
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1.4 機能一覧 
 

1.4.1 ユーザ画面の機能 

 

ユーザ画面 

分類 機能 新機能(Ver.) 

端末 

PCサイト(HTML+CSS)  

携帯サイト(XHTML)  

スマートフォンサイト(HTML+CSS) 4.1 

RSS表示(XML)  

検索エンジン用サイトマップ(XML) 4.0 

案内表示 

お知らせ記事  

特定商取引法に基づく表記  

お支払い・送料  

レビュー一覧  

お問い合わせフォーム  

ショップ表示 

ショップの検索  

全ショップ  

人気ショップ  

商品表示 

分類表示 

商品検索  

全商品  

新着商品  

人気商品  

商品オプションの選択(色・サイズ等)  

割引価格、期間  

カテゴリによる商品分類  

ジャンルによるカテゴリ分類・商品分類  

期間限定割引商品  

送料無料・在庫有商品 4.1 

レコメンド 

関連閲覧商品(この商品を見た人はこんな商品も見ています)  

関連注文商品(こんな商品が一緒に買われています)  

関連商品(こんな関連商品もおすすめです)  

最近見た商品  

レビュー 

商品のレビュー投稿  

商品の紹介(この商品を友達に知らせる)  

ショップのレビュー投稿  

買い物かご 

今すぐ買う商品  

あとで買う商品(PC画面のみ)  

商品数の制限  

注文画面への移動  

最近見た商品  
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注文処理 

STEP1 支払方法の選択  

 

STEP2 

配送方法の選択  

ポイント割引(会員のみ)  

連絡先の入力  

STEP3 

お届け先の入力 

(お届け先が複数の場合は買い物かご内の注文商品を 1 セットとして

同じセットを複数のお届け先に配送) 

 

 

STEP4 

ラッピングサービスの選択  

注文確認画面の表示  

注文完了 
注文確認メールの自動送信  

Google Analytics eコマース用トラッキングコードの出力 4.2 

 

在庫切れ商品のメール通知  

ポイントの発行  

クレジット決済の案内表示  

支払方法 

銀行振込  

郵便振替  

代金引替  

コンビニ決済  

クレジット決済(ZEUS)  

クレジット決済(クロネコ@ペイメント)  

クレジット決済(ルミーズ)  

クレジット決済(J-Payment) 4.2 

PayPal決済(ウェブペイメントスタンダード) 4.3 

現金  

配送方法 

宅配便  

メールギフト  

店頭受取り  

手数料 決済手数料  

送料 

商品個別の商品追加送料  

地域別送料  

クール便料  

ラッピング料  

基準値による送料計算  

離島追加送料 4.0 

会員 

会員登録・編集  

会員登録確認メールの自動送信  

ログイン/ログアウト  

パスワードの再設定  

お知らせ情報(メルマガ、入荷商品のお知らせ)の登録・解除  

マイページトップのお知らせ記事の表示  

注文履歴  

注文商品の一覧(買い物かごに入れるボタン付き)  

投稿レビューの一覧  

ポイントの確認  

退会手続き  
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1.4.2 ショップ管理者画面の機能 

 

ショップ管理者画面 

分類 機能 新機能(Ver.) 

閲覧制限 
ログイン/ログアウト  

パスワードの再設定  

ホーム 
お知らせ情報の表示  

ショップ状況の表示  

初期設定 

ショップ情報の編集  

決済サービスの設定 4.0 

特定商取引法の登録・編集  

通知メールの登録・編集  

決済方法の登録・編集  

地域別送料の登録・編集  

ファイル管理 

ファイル管理の制限  

ファイルの一覧  

ファイルの作成・編集・削除  

ファイルのアップロード  

サイトの更新  

記事管理 

記事の一覧・検索  

記事の登録・編集  

記事の公開・非公開  

記事の wiki記法  

記事のプレビュー表示 4.0 

記事の削除  

記事データの CSVアップロード 4.0 

記事データの CSVダウンロード  

商品管理 

商品 

商品の一覧・検索  

商品の登録・編集  

商品画像の登録・編集  

ショップ独自の商品コードの登録  

オプション(色・サイズ等)の登録・編集  

在庫管理(注文時の在庫数の減量、注文取り消し時の組戻し)  

最小・最大購入個数の指定  

送料無料の指定  

クール便の指定  

海外配送の指定 4.0 

重量・容量による送料  

商品追加送料  

割引価格、割引期間の指定  

商品の公開・非公開  

商品のプレビュー表示 4.0 

商品の削除  

商品データの CSVアップロード  

商品データの CSVダウンロード  

カテゴリ 

カテゴリの一覧  

カテゴリの登録・編集  

カテゴリの公開・非公開 4.2 

カテゴリの削除  

レビュー レビューの一覧・検索  
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レビューの編集  

レビューの削除  

レビューデータの CSVアップロード 4.0 

レビューデータの CSVダウンロード  

検索語 検索語の集計  

閲覧ログ 
閲覧ログの一覧・検索  

閲覧ログデータの CSVダウンロード  

注文管理 

注文の一覧・検索  

注文の編集  

注文の削除/取り消し  

注文受付メールの送信  

支払完了メールの送信  

配送予定メールの送信  

配送完了メールの送信  

売上一覧/日付別  

注文データの CSVダウンロード  

印刷用納品書ページ (HTML)の表示  

顧客管理 

顧客の一覧・検索(そのショップで商品を購入した顧客対象)  

顧客の詳細表示  

顧客データの CSVアップロード 4.0 

顧客データの CSVダウンロード  

メルマガ管理 

メルマガの一覧・検索  

メルマガの登録・編集  

メルマガの削除  

配信ログの一覧・検索・削除  

メルマガデータの CSVダウンロード  

利用料 
利用料の一覧・検索  

利用料の詳細表示  

 

1.4.3 モール管理者画面の機能 

 

モール管理者画面 

分類 機能 新機能(Ver.) 

閲覧制限 ログイン/ログアウト  

ホーム 

お知らせ情報の表示  

モール状況の表示  

ログ情報の表示  

初期設定 

決済方法の選択  

使用端末(PC/携帯)の許可  

支払方法の許可  

配送方法の許可  

モール情報の編集  

決済サービスの登録・編集 4.0 

決済サービスの削除 4.0 

特定商取引法(標準値)の編集  

通知メール(標準値)の編集  

支払方法の登録・編集 4.0 

支払方法の削除 4.0 

配送方法の登録・編集 4.0 

配送方法の削除 4.0 

決済方法(標準値)の登録・編集  
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都道府県の登録・編集 4.0 

都道府県の削除 4.0 

地域別送料(標準値)の登録・編集  

メタタグ情報の登録・編集  

ファイル管理 

ファイルの一覧  

ファイルの作成・編集・削除  

ファイルのアップロード  

フォルダの作成・編集・削除 4.0 

サイトの更新  

記事管理 

記事の一覧・検索  

記事の登録・編集  

記事の公開・非公開  

記事の wiki記法  

記事のプレビュー表示 4.0 

記事の削除  

記事データの CSVダウンロード  

ショップ管理 

ショップ 

ショップの一覧・検索  

ショップの登録・編集  

ディスク容量の制限  

商品数の制限  

商品画像容量の制限  

メルマガ登録数の制限  

ショップ利用料の設定  

商品表示の許可  

商品の限定表示 4.2 

ショップ URLの登録  

運営の許可  

利用の許可  

ファイル編集の許可  

ショップファイルの定期更新  

ショップの削除  

ショップデータの CSVダウンロード  

利用料 

ショップ利用料の一覧・検索  

ショップ利用料の編集  

ショップ利用料の削除  

ショップ利用料の CSVダウンロード  

商品管理 

商品 

全商品の一覧・検索  

全商品の編集  

商品画像の登録・編集  

商品のプレビュー表示 4.0 

商品の削除  

商品の入荷通知  

商品データの CSVダウンロード  

商品データの CSVアップロード 4.0 

ジャンル 

ジャンルの一覧  

ジャンルの登録・編集  

ジャンルの削除  

カテゴリ 

カテゴリの一覧  

カテゴリの登録・編集  

カテゴリの削除  

レビュー レビューの一覧・検索  
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レビューの編集  

レビューの削除  

レビューデータの CSVダウンロード  

検索語 検索語の集計  

閲覧ログ 
閲覧ログの一覧・検索  

閲覧ログデータの CSVダウンロード  

注文管理 

注文の一覧・検索  

注文の編集  

注文の削除/取り消し  

注文受付メールの送信  

支払完了メールの送信  

配送予定メールの送信  

配送完了メールの送信  

売上一覧/日付別  

売上一覧/ショップ別  

注文データの CSVダウンロード  

印刷用納品書ページ (HTML)の表示  

顧客管理 

顧客の一覧・検索  

顧客の登録・編集  

ポイントの編集  

会員区分によるポイント付与率の設定 4.2 

ログイン許可  

顧客の削除  

顧客データの CSVアップロード 4.0 

顧客データの CSVダウンロード  

メルマガ管理 

メルマガの一覧・検索  

メルマガの登録・編集  

メルマガの削除  

配信ログの一覧・検索・削除  

配信処理  

メルマガデータの CSVダウンロード  

システム情報 

サーバ環境の表示  

システムログの記録・一覧・検索・削除  

システムログの CSVダウンロード  

 

※ 「新機能(Ver.)」の欄にバージョン番号が記載されている機能は、バージョン 4.0 以降に新し

く追加された機能です。
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1.5 ご利用条件 
 

1.5.1 サーバ要件 

 

本ソフトウェアのご利用にあたっては、ご使用のサーバが以下の条件を満たしている必要があり

ます。 

 

1) UNIX系 OSで CGIを利用できること。 

2) PostgreSQL8.1以降(UTF8使用)もしくはMySQL5.0以降(UTF8使用)を利用できること。 

3) Perl5.8.xをサポートしていること。 

4) Perlモジュール Encode.pm 2.10以降が利用できること。 

5) Perlモジュール Digest::MD5 2.x以降が利用できること。 

6) Perlモジュール DBD::Pg 1.43(PostgreSQL の場合) 

もしくは DBD::mysql 4(MySQL の場合)以降が利用できること。 

7) sendmailコマンドを利用できること。 

8) Telnet(あるいは SSH)を利用できること。 

9) cronを利用できること。 

10) mod_rewriteを利用できること。 

 

※ 1-9) は必須条件です。 

※ PostgreSQL のバージョンは 8.4、9.1を推奨します。 

※ MySQLのバージョンは 5.1、5.5 を推奨します。 

※ MySQLの場合はテーブル型に InnoDB(推奨)もしくはMyISAMを使用します。 

※ Perl のバージョンは 5.8.8、5.10.1、5.14.2を推奨します。 

※ sendmail コマンドが利用できない場合は、Perl モジュール Net::SMTP による送信も可能

です。その場合は Net::SMTP 2.29以降がサーバにインストールされている必要があります。 

※ 6) はデータベースに PostgreSQLを利用する場合は DBD::Pg、 

データベースにMySQLを利用する場合は DBD::mysql が必要になります。 

※ 8) はインストール時のデータベースの作成、makeコマンドの実行に必要になります。 

※ 10) は携帯端末でアクセスした時に自動的に携帯サイトに割り振る場合や商品ページを静的

な URLで表示したい場合に必要になります。 

※ ページの編集には、 UTF-8 文字コードに対応したテキストエディタおよび

HTML/CSS/JavaScript の知識が必要です。 

※ 設置先のサーバ環境がご不明の場合は、サーバ管理者もしくはサーバ業者様にご確認下さい。 

※ Perl のバージョンやモジュールのバージョンは、local/etc/check.cgi を設置して確認して下

さい。設置方法は、check.cgi をご参照下さい。 

※ サーバのスペックは専用サーバ(CPU Pentium4 2GHz 以上、メモリ 2G 以上、ディスク空

き 20G 以上)を推奨します。 

※ PC画面(HTML)/スマートフォン画面の文字コードは UTF-8 改行コードは LF 

携帯画面(XHTML)の文字コードは Shift_JIS 改行コードは LF になります。 

※ mod_perl1.29/1.99/2.0.5にも対応しています。 

 

1.5.2 モール管理者の推奨スキル 

 

1) サーバに Telnetもしくは SSHでログインしてコマンドを実行できること。 

2) HTML, CSS, JavaScriptを書けること。 

3) スクリプトなどの設定ファイルを変更する場合は Perlでプログラムを書けること。 

 

※ ご購入前に試用版で確認されることをお勧めします。 
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1.5.3 ショップ管理者の推奨スキル 

 

1) PCでブラウザの操作、メールの読み書き、商品画像の作成ができること。 

2) ショップのトップページを編集する場合は HTML, CSS を書けること。 

 

1.5.4 対応ブラウザと文字コード 

 
画面 書式 文字コード 改行コード 対応ブラウザ 

PC HTML+CSS UTF8 

LF(Unix) 

Windows 
Internet Explorer 8.0以上 

Mozilla Firefox 3.6以上 

Machintosh Mozilla Firefox 3.6以上 

携帯 XHTML SJIS XHTML対応機種 

スマー

トフォ

ン 

HTML+CSS UTF8 iPhone/Android (jQueryMobile1.0の対応機種推奨) 

RSS XML(RSS2.0) UTF8 RSSリーダー等 

メール テキスト JIS Outlook Express、携帯端末等 

 

※ PC 画面とスマートフォン画面はブラウザのクッキー機能、JavaScript 機能を使用します。こ

れらの機能が無効になっているブラウザは、正常にご利用頂けません。 

※ Internet Explorerのバージョンは 8.0 または 9.0を推奨します。 

※ RSS のバージョンは 2.0です。テンプレートの編集でフォーマットを変更することも可能です。 

※ メールの文字コードはUTF8に変更することも可能です。 

※ スマートフォン画面は、jQueryMobile1.0 の対応機種を推奨します。詳しくは関連サイト 

http://jquerymobile.com/gbs/ をご覧下さい。 

 

1.5.5 許容データ数 

 
項目 推奨最大値※ 備考 

ショップ数 1モールあたり 100 モール管理者のみ登録可能 

ジャンル数 1モールあたり 20 モール管理者のみ登録可能 

カテゴリ数 1ショップあたり 50 ショップごとに上限設定可能 

商品数 1ショップあたり 1,000 ショップごとに上限設定可能 

商品画像容量 1ショップあたり 500M ショップごとに上限設定可能 

ショップディレクトリ容量 1ショップあたり 1M ショップごとに上限設定可能 

メルマガ登録数 1ショップあたり 1,000 ショップごとに上限設定可能 

記事数 1モールあたり 20,000  

注文数 1モールあたり 20,000  

顧客数 1モールあたり 10,000  

ログ数 1モールあたり 20,000  

 

※ 推奨最大値は目安の値です。最大値を越えて登録することも可能です。また最大値で快適に

動作することを保証するものではありません。 

※ 各登録数は理論上最大 214,748,3647件まで登録することができます。 

※ 快適に動作する数値は運用状況(アクセス数、サーバ環境)によって変わります。 
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第2章 インストール 
 

2.1 インストールの準備 
 

2.1.1 サーバのログイン 

 

ご利用のサーバで Telnet(あるいは SSH)を使ってサーバにログインできることを確認して下

さい。 

 

ログインを確認できましたか？ □はい 

 

2.1.2 Perl コマンドのパス 

 

Perlコマンドのパスを確認して下さい。 

 

Perl コマンドのパス  

 

(例) /usr/bin/perl 

 

2.1.3 Sendmail コマンドのパス 

 

Sendmailコマンドのパスを確認して下さい。 

 

Sendmail コマンドのパス  

 

(例) /usr/sbin/sendmail 

 

2.1.4 モールトップの URL 

 

モールのトップページのURLを確認して下さい。 

 

モールトップの URL http:// 

 

モールのトップページは E-Shoppy をインストールした時の eshoppy_mall ディレクトリ

(README ファイルがあるディレクトリ)に相当します。 

 

eshoppy_mall というディレクトリを作成して全てのファイルをその下にインストールした場

合、トップページの URL は、以下のようになります。 

 

(例) http://www.yourdomain.co.jp/eshoppy_mall 

 

2.1.5 設置ディレクトリのパス 

 

設置ディレクトリ(READMEファイルがあるディレクトリ)の絶対パスを確認して下さい。 

 

設置ディレクトリのパス  
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上記の URL がトップページである場合、設置ディレクトリの絶対パスは以下のようになり

ます。 

 

(例) /home/yourname/public_html/eshoppy_mall 

 

2.1.6 モール管理者のメールアドレス 

 

モール管理者のメールアドレスを確認して下さい。 

 

モール管理者のメールアドレス  

 

(例) info@yourdomain.co.jp 

 

 

2.1.7 データベースのホスト名とポート番号 

 

データベースは PostgreSQLあるいはMySQLに対応しています。 

使用するデータベースのホスト名とポート番号を確認して下さい。 

 

【PostgreSQLを使用する場合】 

 

データベースのホスト名 (localhost) 

データベースのポート番号 (5432) 

 

【MySQLを使用する場合】 

 

データベースのホスト名 (localhost) 

データベースのポート番号 (3306) 

 

ご利用のサーバによっては、データベースが別のサーバやポートに設定されている場合があ

ります。詳細はサーバ業者様にご確認下さい。特に指定がない場合は、(カッコ内)の標準値を

使用して下さい。 

 

2.1.8 データベースのユーザ名とパスワード 

 

データベースに接続するユーザ名とパスワードを確認して下さい。 

 

データベースの接続ユーザ名  

データベースの接続パスワード  

 

ご利用のサーバによっては、既にデータベースに接続するユーザ名が用意されている場合が

あります。また接続パスワードは必要ない場合もあります。詳細はサーバ業者様にご確認下

さい。 
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専用サーバなどでデータベースの接続ユーザが登録されていない場合は、以下のように実行

してユーザを作成して下さい。既にユーザが用意されている場合は、この操作は不要です。 

 

【PostgreSQLを使用する場合】 

 

 

 

 

※ %の記号はコマンドの入力を示します。実際に入力する必要はありません。 

※ createuser コマンドは、PostgreSQL の起動ユーザ(postgres など)でログインして実行して

下さい。 

※ 共用サーバなどで createuser コマンドが使えない環境の場合は、サーバ管理者に作成を依頼

して下さい。 

 

実行例: ログインユーザ IDが yournameの場合 

 

 

 

 

 

 

※ 作成したユーザは dropuser yournameで削除することができます。 

 

【MySQLを使用する場合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ %の記号はコマンドの入力を示します。実際に入力する必要はありません。 

※ CREATE USER はユーザ IDとパスワードを作成するコマンドです。 

※ GRANT 文は作成したユーザ IDのアクセス権限を許可するコマンドです。 

※ 共用サーバなどで mysql コマンドが使えない環境の場合は、サーバ管理者に作成を依頼して

下さい。 

 

実行例: ログインユーザ IDが yourname、作成予定のデータベース名が eshoppy4の場合 

 

 

 

 

 

※ 作成したユーザは DROP USER yournameで削除することができます。 

 

2.1.9 データベース名 

 

データベース名を確認して下さい。 

 

データベース名  

 

ご利用のサーバによっては、既にデータベースが用意されている場合があります。詳細はサ

% createuser (作成するログインユーザ ID) 

% createuser yourname 

Shall the new role be a superuser? (y/n) n 

Shall the new user be allowed to create databases? (y/n) y 

Shall the new user be allowed to create more new users? (y/n) n 

% mysql –u root 

> CREATE USER (作成するユーザ ID)@localhost IDENTIFIED BY '(パスワ

ード)'; 

> GRANT ALL ON (作成するデータベース名 ).* TO (作成するユーザ
ID)@localhost; 

 

% mysql -u root 

> CREATE USER yourname@localhost IDENTIFIED BY '(パスワード)'; 

> GRANT ALL ON eshoppy4.* TO yourname@localhost; 
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ーバ業者様にご確認下さい。 

 

専用サーバなどでデータベースが登録されていない場合は、以下のように実行してデータベ

ースを作成して下さい。既にデータベースが用意されている場合は、この操作は不要です。 

 

【PostgreSQLを使用する場合】 

 

 

 

 

※ %の記号はコマンドの入力を示します。実際に入力する必要はありません。 

※ createdb コマンドは、データベースの接続ユーザ (yourname など)でログインして実行して

下さい。 

※ 共用サーバなどで createdb コマンドが使えない環境の場合は、サーバ管理者に作成を依頼し

て下さい。 

※ データベースの文字コードは、上記のように –E UTF8 もしくは –E UNICODE オプション

をつけて設定して下さい。 

※ UTF8 以外の文字コード(SQL_ASCII や EUC_JP など)を設定するとブラウザで画面を表示し

た時に文字化けすることがあります。 

※ PostgreSQL8.4以降の場合は –T template0 オプションを付けて実行して下さい。 

 

実行例: データベース名が eshoppy4の場合(PostgreSQL8.3以前) 

 

 

 

実行例: データベース名が eshoppy4の場合(PostgreSQL8.4以降) 

 

 

 

※ 作成したデータベースは、dropdb eshoppy4 で削除することができます。 

 

【MySQLを使用する場合】 

 

 

 

 

 

※ %の記号はコマンドの入力を示します。実際に入力する必要はありません。 

※ mysql コマンドは、データベースの接続ユーザ (yourname など)を指定して実行して下さい。 

※ 共用サーバなどで mysql コマンドが使えない環境の場合は、サーバ管理者に作成を依頼して

下さい。 

※ データベースの文字コードは、上記のように CHARACTER SET utf8をつけて設定して下さ

い。 

※ utf8 以外の文字コード(ascii や usjis など)を設定するとブラウザで画面を表示した時に文字化

けすることがあります。 

 

実行例: データベースのユーザ IDが yourname、データベース名が eshoppy4の場合 

 

 

 

 

 

※ 作成したデータベースは、DROP DATABASE eshoppy4 で削除することができます。 

% createdb –E UTF8 (作成するデータベース名) 

% createdb –E UTF8 eshoppy4 

% createdb –E UTF8 -T template0 eshoppy4 

% mysql -u (データベースのユーザ名) -p 

> CREATE DATABASE (作成するデータベース名) CHARACTER SET utf8; 

% mysql -u yourname -p 
> CREATE DATABASE eshoppy4 CHARACTER SET utf8; 
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2.2 インストールの実行 
 

インストールはソフトウェアに含まれるMakefile.PLを用いて行うことができます。 

 

2.2.1 配布ファイルの転送 

 

FTP ソフトなどを使用して配布ファイル(eshoppy_mall.tar.gz)をサーバの公開ディレクトリ

にアップロードして下さい。 

 

2.2.2 配布ファイルの解凍 

 

Telnet(あるいは SSH)を使ってサーバにログインした後、以下のコマンドを実行してファイ

ルを解凍して下さい。 

 

 

 

2.2.3 Makefile の作成 

 

作成されたディレクトリ(Makefile.PL のあるディレクトリ)に移動して以下のコマンドを実行

して下さい。 

 

 

 

※ 上記の ‘/usr/bin/perl’ の部分は Perl のパスになります。ご利用の環境に合わせて書換えて下

さい。 

※ %の記号はコマンドの入力を示します。実際に入力する必要はありません。 

※ 実行した時に以下のような警告が表示される場合は、動作に必要なモジュールが不足している

可能性があります。サーバの環境をご確認下さい。 

 

 

 

 

 

 

※ サーバにインストールされているモジュールのバージョンは、以下のコマンドを実行して確認

することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ データベースに PostgreSQLを使用する場合は DBD::Pgが必要になります。 

※ データベースにMySQLを使用する場合は DBD::mysqlが必要になります。 

 

 

% tar zxf eshoppy_mall.tar.gz 

% /usr/bin/perl Makefile.PL 

Warning: prerequisite DBD::Pg 1.43 not found. 

Warning: prerequisite DBD::mysql 4 not found. 

Warning: prerequisite DBI 1.48 not found. 

Warning: prerequisite Encode 2.10 not found. 

% /usr/bin/perl -MDBD::Pg -le 'print $DBD::Pg::VERSION' 

1．43 

% /usr/bin/perl –MDBD::mysql ¥ 

–le 'print $DBD::mysql::VERSION' 

4.013 

% /usr/bin/perl -MDBI -le 'print $DBI::VERSION' 

1．48 

% /usr/bin/perl –MEncode -le 'print $Encode::VERSION' 

2．10 
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2.2.4 Makefile の設定 

 

/usr/bin/perl Makefile.PL を実行した後、いくつか質問に答える必要があります。途中で中

止する場合は、Ctrl+C を押して下さい。以下の[カッコ]内は何も入力せずにリターンキーを

押した場合に設定されるデフォルトの値です。 

 

設置ディレクトリの入力 

2.1.5項で確認した設置ディレクトリを絶対パスで入力して下さい。 

 

 

 

 

(例) /home/yourname/public_html/eshoppy_mall 

 

※ 通常は自動で設定されますのでリターンキーを押すだけです。 

 

ローカルディレクトリの入力 

ローカルディレクトリ(eshoppy_mall/local)のパスを入力して下さい。 

 

 

 

 

(例)./local 

 

※ 非公開のファイルはローカルディレクトリ以下に保存されます。 

※ より安全な場所に移動したい場合は、local ディレクトリを/home/yourname/local などに移動

した後、移動先のパスを絶対パスで入力して下さい。 

※ 通常はそのままリターンキーを押すだけです。 

 

モールトップの URLの入力 

2.1.4項で確認したモールのトップページの URL を入力して下さい。URL の最後に / を入力

する必要はありません。 

 

 

 

 

 (例) http://www.yourdomain.co.jp/eshoppy_mall 

 

※ トップページの URLは READMEファイルがあるディレクトリを指定して下さい。 

 

Sendmailコマンドのパスの入力 

2.1.3項で確認した Sendmailコマンドのパスを絶対パスで入力して下さい。 

 

 

 

 

 (例) /usr/sbin/sendmail 

 

モール管理者のメールアドレスの入力 

2.1.6項で確認したモール管理者のメールアドレスを入力して下さい。 

 

 

 

current directory:  [/home/yourname/public_html/eshoppy_mall] 

local directory:  [./local] 

current url:  [http://hostname.yourdomain.co.jp/eshoppy_mall] 

sendmail command: [/usr/sbin/sendmail] 

your email address:  [info@yourdomain.co.jp] 
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(例) info@yourdomain.co.jp 

 

 

データベースのタイプの入力 

使用するデータベースのタイプを入力して下さい。 

 

 

 

 

(例) Pg 

 

※ PostgreSQLの場合は "Pg"、MySQL の場合は “mysql” を入力する必要があります。 

 

MySQL用のテーブル型の入力  

MySQLの場合はテーブル型(MyISAMもしくは InnoDB)を入力して下さい。 

 

 

 

 

(例) MyISAM 

 

※ MySQLのテーブル型は、ご利用のサーバで利用できるタイプをご指定下さい。 

※ InnoDBは利用できない場合もありますので、サーバ管理者にご確認下さい。 

※ 前項の「データベースのタイプの入力」で Pgを指定した場合は上記入力が表示されません。 

 

データベース名の入力 

2.1.9項で確認したデータベース名を入力して下さい。 

 

 

 

 

(例) eshoppy4 

 

データベースのホスト名の入力 

2.1.7項で確認したデータベースのサーバ名を入力して下さい。 

 

 

 

 

(例) localhost 

 

データベースのポート番号の入力 

2.1.7項で確認したデータベースのポート番号を入力して下さい。 

 

 

 

 

(例) 5432 

 

※ 特に指定がない場合は、PostgreSQLの場合 5432、MySQLの場合 3306 で十分です。 

 

 

 

name of the database:  [eshoppy4] 

host name for the database:  [localhost] 

port number for the database:  [5432] 

type of the database(Pg or mysql):  [Pg] 

storage engine for MySQL(MyISAM or InnoDB): [MyISAM] 
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データベースの接続ユーザ名の入力 

2.1.8項で確認したデータベースに接続するユーザ名を入力して下さい。 

 

 

 

 

(例) yourname 

 

※ 通常はログインユーザ名と同じ名前になります。 

 

データベースの接続パスワードの入力 

2.1.8項で確認したデータベースに接続するパスワードを入力して下さい。 

 

 

 

 

※ データベース用のパスワードが設定されていない場合は何も入力する必要はありません。 

 

umaskの入力 

CGI(Apacheの実行ユーザ)によって作成するファイルの UMASKを入力して下さい。 

 

 

 

 

 (例) 000 

 

※ 000 の場合はファイル(666)、ディレクトリ(777)で作成されます。 

※ 022 の場合はファイル(644)、ディレクトリ(755)で作成されます。 

※ 通常は 000 で十分ですが、SuExec環境の場合は 022 を入力して下さい。 

 

2.2.5 Makefile の作成完了 

 

Makefile の作成が完了すると以下のメッセージが表示されます。 

 

 

 

 

2.2.6 ファイルの設定 

 

Makefile ファイルが作成されたことを確認した後、Makefile のあるディレクトリに移動して、

以下のコマンドを実行して下さい。 

 

 

 

※ makeコマンドは、ログインしたユーザで実行して下さい。 

※ rootユーザ(スーパーユーザ)で実行する必要はありません。 

※ %の記号はコマンドの入力を示します。実際に入力する必要はありません。 

※ make を実行すると、Makefile があるディレクトリ以下のファイルを対象に、Perl のパス設

定、設置ディレクトリのパス、URL の設定、パーミッションの設定、設定ファイル

(local/plugins/00config.pl)の作成が行われます。 

※ 設定に誤りがある場合はMakefileの作成からもう一度やり直して下さい。 

※ 00config.pl は Makefile の作成で入力した情報にもとづいて作成されます。 

※ 00config.pl を編集した後、再び make を実行すると 00config.pl が上書きされて初期状態に

user name for the database:  [yourname] 

password for the database:  [] 

umask for apache user:  [000] 

Writing Makefile for E-Shoppy Mall 

% make 



 

第 2 章 インストール  E-Shoppy Mall Ver4 導入・設定マニュアル 

 

 

Copyright (C) 2010-2014 uni internet lab., inc. & E-Shoppy Project All rights reserved.  32 

戻りますのでご注意下さい。 

※ makeを実行すると以前の 00config.pl は 00config.pl.old として残ります。 

※ make を実行した後に設定を変更する場合や、その他の設定を行う場合は、作成された 

local/plugins/00config.pl を編集して下さい。 

※ 00config.pl を初期状態に戻したい場合は make config を実行して下さい。 

 

ファイルの設定が完了すると以下のメッセージが表示されます。 

 

 

 

2.2.7 データベースの初期設定 

 

以下のコマンドを実行してデータベースにテーブルと初期データを登録して下さい。 

 

 

 

 

※ make schemaを実行すると local/schema.plが実行されます。 

※ 実行時の警告・エラーは local/schema.logに保存されます。 

※ %の記号はコマンドの入力を示します。実際に入力する必要はありません。 

※ データベースに接続できない場合は登録に失敗します。もう一度設定を確認して Makefile の

作成からやり直して下さい。 

 

 

2.2.8 郵便番号データの登録 

 

郵便番号データをデータベースに登録しておくと、注文時や管理画面の住所検索の時に役立

てることができます。 

 

郵便番号データの取得 

以下のコマンドを実行して郵便番号データを取得して下さい。 

 

 

 

 

※ make fetch を実行すると http://www.post.japanpost.jp/zipcode/dl/kogaki/lzh/ken_all.lzh を

ダウンロードして解凍します。 

※ %の記号はコマンドの入力を示します。実際に入力する必要はありません。 

※ 正常に取得・解凍できた場合は local/backups/ken_all.csvが作成されます。 

※ ken_all.csv が作成されていない場合(取得や解凍に失敗する場合)は、以下のページなどから 

ken_all.lzh を入手して手作業で解凍して下さい。 

 

http://www.post.japanpost.jp/zipcode/download.html 

http://www.post.japanpost.jp/zipcode/dl/oogaki.html 

http://www.post.japanpost.jp/zipcode/dl/kogaki.html 

 

※ 促音・拗音の大書き、小書きはどちらでも構いません。特に好みがなければ、読みやすい小書

きをお勧めします。 

 

手作業で行う場合は、ken_all.lzh をダウンロード・解凍して、 

ken_all.csv を local/backups/ken_all.csv に置いて下さい。 

 

郵便番号データの登録 

This CGI provides a configuration file at ... 

% make schema 

% make fetch 
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以下のコマンドを実行して郵便番号データを登録して下さい。 

 

 

 

 

※ make postalを実行すると local/postal.plが実行されます。 

※ 実行時の警告・エラーは local/postal.logに保存されます。 

※ local/backups/ken_all.csv が存在しない場合は、途中で処理が中断して登録に失敗しますので

ご注意下さい。 

※ %の記号はコマンドの入力を示します。実際に入力する必要はありません。 

※ 郵便番号データ(ken_all.csv)は、12 万件程あります。変換処理に時間がかかりますので、終

了するまでそのままでお待ち下さい。 

※ 登録完了後は、local/backups/ken_all.csv を削除しても構いません。 

※ 運営開始後、郵便番号が更新された時には、新しい ken_all.lzh を入手して make postal を

実行して下さい。 

 

2.2.9 モールトップページの作成 

 

以下のコマンドを実行して eshoppy_mall/static 以下にモールのトップページを作成して下

さい。 

 

 

 

 

※ エラーが発生する場合は、これまでの設定が正常に完了していない可能性があります。 

※ %の記号はコマンドの入力を示します。実際に入力する必要はありません。 

 

2.2.10 完了メッセージの表示 

 

以下のコマンドを実行して完了メッセージを表示して下さい。 

 

 

 

 

※ 完了メッセージは設定にもとづいた内容が表示されます。 

※ %の記号はコマンドの入力を示します。実際に入力する必要はありません。 

 

2.3 インストールの補足 
 

以上で make による設定は完了です。 

 

これまで実行してきた’make schema’, ‘make postal’, ‘make static_files’, ‘make finish’ をすべて

一度に行うには ‘make install’ を実行して下さい。インストールに慣れた方は、以下の方法でも

設定が可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

※ 上記の ‘/usr/bin/perl’ の部分は Perl のパスになります。ご利用の環境に合わせて書換えて下

さい。 

% make postal 

% make static_files 

% make finish 

% /usr/bin/perl Makefile.PL 

% make 

% make fetch 

% make install 
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第3章 運用の準備 
 

3.1 ファイル構成 
 

ファイルの構成は以下のようになります。 

 

ファイル名 説明 

VERSION バージョン番号 

Changes 更新履歴 

LICENSE ライセンスについて 

MANIFEST ファイル一覧 

Makefile.PL make設定ファイル 

README イントール手順 

README.TRIAL 試用版について 

static/ 

静的ファイル公開ディレクトリ 

モール管理室の[ファイル管理]からファイルを編集してビルド(更新)を行うと、static 以

下に反映されます。 

作成したショップのディレクトリは static以下に作成されます。 

static/image/ 商品の画像ファイル 

local/skel/ テンプレート 

local/lib/ プログラムライブラリ 

local/docs/ ドキュメント 

local/plugins/ 

プラグインディレクトリ 

local/plugins ディレクトリに拡張子.pl のファイルを置くと、CGI 実行時に自動的に読

み込まれます。 

local/plugins/samples プラグインのサンプルファイル 

local/backups/ バックアップ保存ディレクトリ 

local/msg/ 画面メッセージファイル 

local/sid/ セッションファイル保存ディレクトリ 

local/tmp/ 一時ファイル保存ディレクトリ 

local/tmpl/ 

独自テンプレート 

モール管理室の[ファイル管理]から編集したファイルは、local/tmpl/static/0/以下に保存

されます。 

ショップ管理室の[ファイル管理]から編集したファイルは、local/tmpl/static/(ショップ

番号)/以下に保存されます。 

local/*.pl 
コマンド実行プログラム(拡張子.pl) 

サーバにログインしてコマンドラインから実行するプログラムです。 

*.cgi ユーザ用プログラム(拡張子.cgi) 

manage/*.cgi 管理者用プログラム(拡張子.cgi) 
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3.2 運用設定の流れ 
 

ブラウザを使って設置したトップページにアクセスして動作を確認して下さい。運用を始める前

に以下の設定と確認を行う必要があります。 

 

3.2.1 初期パスワードの変更 

 

モール管理室の初期パスワードは ‘rootpass’ です。初期パスワードは必ず変更して下さい。 

 

ログインに失敗する場合は、パスワードが半角で正しく入力されていないか、もしくはディ

レクトリのパーミッションが適切に設定されているかご確認下さい。local/sid ディレクトリ

は書き込み可能(777など)になっている必要があります。 

 

3.2.2 設定ファイルの確認 

 

設定ファイルは、local/plugins/00config.pl に作成されます。設定項目を一通りご確認下さい。

標準の設定値は、local/plugins/00config.pl.default と local/lib/ESP/SMS/Plugin.pm を参照

して下さい。 

 

設定ファイルを変更する場合は、00config.pl のバックアップをとって、文字コード UTF8 

(BOFなし)、改行コード LFで保存して下さい。設定項目の詳細は、13.1節を参照して下さい。 

 

3.2.3 セキュリティ対策 

 

管理室(eshoppy_mall/manage ディレクトリ)のアクセス制限や SSL 暗号化通信に対応するに

は、第 4章を参照して設定して下さい。 

 

3.2.4 クレジット決済の設定 

 

クレジット決済に対応するには、第 5章を参照して設定して下さい。 

 

3.2.5 定期処理の設定 

 

メルマガの予約配信やポイントの集計処理などの定期処理を行うには、第 6 章を参照して設

定して下さい。 

 

3.2.6 バックアップの設定 

 

ファイルやデータベースのバックアップ、データベースの VACUUM 処理を行うには、第 7

章を参照して設定して下さい。 
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第4章 セキュリティ対策 
 

4.1 モール管理者のパスワード 
 

モール管理室の初期パスワードは ‘rootpass’ です。初期パスワードは必ず変更して下さい。 

 

パスワードの初期化 

モール管理者のパスワードを忘れてしまった場合は、local ディレクトリ以下に移動した後、

以下のコマンドを実行して初期化して下さい。 

 

 

 

 

※ %の記号はコマンドの入力を示します。実際に入力する必要はありません。 

※ 実行した後は、モール管理室に初期パスワードでログインして、必ず新しいパスワードに変

更して下さい。 

 

4.2 アクセス制限 
 

4.2.1 検索ロボットの制限 

 

通常はモールのトップページ以下に検索ロボットがアクセスすることができます。ただしパ

スワードの入力を必要とする会員のマイページや管理室にアクセスすることはできません。 

 

検索ロボットのアクセスを拒否するには、サンプルで用意されている robots.txt を以下のよ

うに編集して下さい。 

 

http://www.yourdomain.co.jp/eshoppy_mall/robots.txtの記述例 

 

 

 

 

 

 

※ 上記はモールのトップページが http://www.yourdomain.co.jp/eshoppy_mall/の場合の記述例

です。 

※ “/eshoppy_mall” の部分は、設置環境によってことなります。 

※ robots.txt を参照しない検索ロボットに対してはこの設定をしてもアクセスを拒否できません。 

※ eshoppy_mall/local 以下のディレクトリは、eshoppy_mall/local/.htaccess の設定によって閲

覧自体が許可されていませんので、検索ロボットが侵入することはありません。 

% ./manage.pl name=sysmgr pmd=resetpass 

# Sample of robots.txt 

# 

User-agent:* 

Disallow: /eshoppy_mall/ 
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4.2.2 管理室のアクセス制限 

 

管理室はパスワードによって閲覧が制限されていますが、アクセス元の制限や基本認証によ

る閲覧制限を加えると、さらにセキュリティを高めることができます。 

 

アクセス元の制限(manage/.htaccessの記述例) 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 上記はドメイン.example.ne.jpと.example2.ne.jpからのアクセスのみ許可する設定例です。 

※ 許可するドメインはモール管理者とショップ管理者のご利用の環境によってことなりますので、

ご確認のうえ設定して下さい。 

 

基本認証による制限(manage/.htaccessの記述例) 

 

 

 

 

 

 

※ 上記はパスワードファイルを/home/yourname/public_html/eshoppy_mall/local/.htpasswd に

配置する場合の記述例です。ご利用の環境にあわせて書き換えて下さい。 

※ .htpasswd ファイルは、アクセスが制限されているディレクトリ(ブラウザで表示できないデ

ィレクトリ)に作成する必要があります。 

 

パスワードファイルを作成するには、.htpasswd を作成するディレクトリに移動した後、以

下のコマンドを実行して下さい。 

 

 

 

 

 

 

※ %の記号はコマンドの入力を示します。実際に入力する必要はありません。 

※ 上記は基本認証のログイン IDを adminとする場合の設定例です。 

※ ご利用のサーバによっては htpasswd コマンドが利用できない場合もあります。サーバ業者

様にご確認下さい。 

 

パスワードファイル(.htpasswd)は、以下のような内容になります。 

 

 

 

※ 上記の ekGxhYWNLuc8A の部分は、設定するパスワードによってことなります。 

 

ブラウザで管理室にアクセスして基本認証のログイン画面が表示されることを確認して下さ

い。 

<Files *> 

order deny,allow 

deny from all 

allow from .example.ne.jp 

allow from .example2.ne.jp 

</Files> 

AuthUserFile /home/yourname/public_html/eshoppy_mall/local/.htpasswd 

AuthGroupFile /dev/null 

AuthName "Manager" 

AuthType Basic 

require valid-user 

% htpasswd -c .htpasswd admin 

New password: (パスワード入力) 

Re-type new password: (パスワード再入力) 

Adding password for user admin 

 

admin:ekGxhYWNLuc8A 
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※ 基本認証によってログインした後、ショップ管理室の場合はショップ番号とショップ管理者パ

スワード、モール管理室の場合はモール管理者パスワードを入力して下さい。 

 

4.2.3 ローカルディレクトリのアクセス制限 

 

ローカルディレクトリには設定ファイルやデータファイルなどが保存されます。これらのフ

ァイルを公開すると、不正アクセスの原因になることがありますので、必ずブラウザで閲覧

できないように設定して下さい。 

 

※ 通常は local/.htaccessによってアクセス制限が設けられています。 

※ .htaccessを削除すると local以下にアクセスできるようになりますのでご注意下さい。 

 

4.3 ログインの有効期限 
 

4.3.1 会員のログイン有効期限 

 

会員のログインには有効期限が設けられています。変更される場合は、設定ファイル

(local/plugins/00config.pl)を編集して下さい。 

 

 

 

※ 有効期限は秒数を指定する必要があります。 

※ 標準の有効期限は、最後にアクセスしてから 1 時間(3600 秒)経過するとログアウトする設定

になっています。 

 

4.3.2 管理室のログイン有効期限 

 

管理室のログインには有効期限が設けられています。変更される場合は、設定ファイル

(local/plugins/00config.pl)を編集して下さい。 

 

 

 

 

※ 有効期限は秒数を指定する必要があります。 

※ 標準の有効期限は、最後にアクセスしてから 1 時間(3600 秒)経過するとログアウトする設定

になっています。 

$C->{LOGIN_EXPIRES} = 3600; 

$C->{LOGIN_MANAGE_EXPIRES} = 3600; 
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4.4 SSL 暗号化通信 
 

SSL 暗号化通信(以下 SSL と略記)を利用してブラウザで画面を表示するには、ご利用のサーバで 

SSL の設定が完了している必要があります。SSL が利用できる場合は、https:// から始まる 

URL でアクセスすることができます。詳しくはサーバ管理者にご確認下さい。 

 

4.4.1 SSL 適用ページへの切り替え 

 

SSL が適用されていないページから SSL 適用のページ に変更する場合は、プログラムの引

数に ssl=1 を付けてアクセスして下さい。例えば、注文処理を SSL に切り替えるには以下

のようにアクセスすると、URL が https:// に切り替わります。 

 

 

 

 

※ 上記は設置 URLが http://www.yourdomain.co.jp/eshoppy_mallの場合のアクセス例です。 

 

http://www.yourdomain.co.jp/eshoppy_mall/order/0/index.html?ssl=1 
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第5章 クレジット決済 
 

5.1 利用できる決済サービス 
 

PC 画面のクレジットカード決済は、ZEUS(Link Point) とクロネコ＠ペイメント、ルミーズの

クレジットカード決済、PayPal決済(ウェブペイメントスタンダード)に対応しています。 

スマートフォン画面のクレジットカード決済は、ZEUS(Secure Link Mobile)とルミーズのクレジ

ットカード決済、J-Payment(クレジットカード決済 HTML リンク方式、都度課金/商品登録な

し) 、PayPal決済(ウェブペイメントスタンダード)に対応しています。 

携帯画面のクレジットカード決済は、ZEUS(Secure Link Mobile)とルミーズのクレジットカード

決済、J-Payment(クレジットカード決済 HTML リンク方式、都度課金/商品登録なし)に対応し

ています。 

 

決済サービス 
環境 

PC スマートフォン 携帯 

ZEUS (リンク型) ● ● ● 

クロネコ＠ペイメント ● × × 

ルミーズ (クレジットカード決済リンク型) ● ● ● 

J-Payment (クレジットカード決済 HTMLリンク方式) ● ● ● 

PayPal (ウェブペイメントスタンダード) ● ● × 

(●:可能 ×:不可) 

 

※ ZEUS(リンク型) 

http://www.cardservice.co.jp/ 

※ クロネコ＠ペイメント(リンク方式) 

https://payment.kuronekoyamato.co.jp/help/hanbai/index.html 

※ ルミーズ(リンク方式) 

http://www.remise.jp/ 

※ J-Payment(クレジットカード決済HTMLリンク方式、都度課金/商品登録なし) 

http://www.j-payment.co.jp/ 

※ PayPal (ウェブペイメントスタンダード) 

http://www.paypal.jp/ 

※ 決済サービスを利用される場合は、ZEUS、ヤマトコレクトサービス、ルミーズ、J-Payment、

PayPalにお問い合わせ下さい。利用される決済サービスとご契約が必要です。 

 

決済サービスを利用すると以下の処理が可能になります。 

 

1) 商品を注文する時に支払方法として「クレジット決済」または「PayPal 決済」を選択する

ことができます。 

2) 注文完了後、決済サービスのサイトに移動して、クレジットカードによる支払い手続きが可

能になります。PayPal 決済の場合は PayPalによる支払い手続きが可能になります。 

3) 支払い手続きが完了すると、自動的に管理室の[注文管理]で支払状態が「済」に設定されま

す。但しクロネコ＠ペイメントは除きます。 
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5.2 ご利用上の注意点 
 

クレジット決済サービスをご利用の場合は以下の点にご注意下さい。 

 

1) クレジットカード決済の設定は、E-Shoppy の設置完了後に行って下さい。 

2) 決済サービスは運営ショップごとに契約してご利用下さい。 

3) 設定方法は予告なく変更されることがあります。設定されるときには、サービス各社が提供

する最新の設定資料もあわせてご参照下さい。 

4) クロネコ＠ペイメントをご利用の場合は、E-Shoppy の管理室で自動的に入金確認にチェッ

クが入りませんので、入金を確認した後、手動で入金確認にチェックを入れて下さい。 

5) ルミーズのコンビニ決済には対応しておりません。クレジットカード決済(PC 環境・携帯環

境の両方)のみの対応になります。 

6) PayPal決済は PC・スマートフォン(Cookieが使用できる端末)のみの対応になります。 

7) 決済サービスは複数契約して同時に利用することができます。 

8) 決済サービスと連動した決済完了後のキャンセル処理には対応しておりません。取り消し処

理は手動で行う必要があります。 
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5.3 ZEUS のクレジット決済に対応する 
 

5.3.1  接続先 URL の確認 

 

ZEUSから届いた資料を元にモール管理室の[ホーム]-[決済サービス]-[提供設定] 

-[ZEUS クレジット決済]の詳細に ZEUSの URLが設定されているかご確認下さい。 

 

接続HTML(PC画面)の設定例 

 

 

 

 

 

接続HTML(携帯画面)の設定例 

 

 

 

 

 

接続HTML(スマートフォン画面)の設定例 

 

 

 

 

 

 

5.3.2 クライアント IP の設定 

 

ZEUS から取得したクライアント IP を設定します。ショップ管理室の[ホーム]-[決済サービ

ス]-[新規決済サービスを追加する]から以下を選択して登録して下さい。 

 

決済サービスの設定 

項目 設定 

決済サービス名 ZEUS クレジット決済 

決済サービスの利用 使用する 

クライアント IP (ZEUSから届いた資料に記載の文字を記入する) 

 

5.3.3 クレジット決済利用の設定 

 

ショップ管理室の[ホーム]-[決済方法]-[新規決済方法を追加する]から以下を選択して登録して

下さい。 

 

クレジット決済利用の設定 

項目 設定 

支払方法 クレジット決済 

決済方法の利用 使用する 

決済サービスの利用 ZEUS クレジット決済 

 

※ その他の項目は用途に応じて設定して下さい。 

※ 既にクレジット決済を使用した決済方法が登録されている場合は、新規登録せずに[編集]から

「決済サービスの利用」のみ設定して下さい。 

<form method="post" 

action="https://linkpt.cardservice.co.jp/cgi-bin/ 

credit/order.cgi" target="_blank"> 

<form method="post" 

action="https://linkpt.cardservice.co.jp/cgi-bin/order.cgi" 

target="_blank"> 

 

<form method="post" 

action="https://linkpt.cardservice.co.jp/cgi-bin/ 

credit/order.cgi" target="_blank"> 
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5.3.4 ZEUS 管理画面の設定 

 

ZEUS の決済状況確認画面にログインして、CGI コールの 送信先アドレス を以下のように

設定して下さい。E-Shoppy を設置したサイト URL (order.cgi/ショップ番号/zeus/reply.html

までのパス)を記述する必要があります。 

 

 

ZEUS管理画面の設定例 

 

 

 

 

※ 上記はショップ番号が 1 の場合の記述例です。/1/の部分は設定するショップにあわせて変更

して下さい。 

※ CGIコールの送信先は PC用の場合も携帯用・スマートフォンの場合も同じです。 

※ ページが存在するか確認するため、設定した URL にアクセスして、「アクセスが拒否されま

した」や「注文情報の不整合が発生しました。」などのエラー画面が表示されるか試してみて

下さい。上記の例の場合は、<TELNO>、<ID>、<KING> を 0 にして以下の URL になりま

す。 

 

CGI送信先のアクセステストの例 

 

 

 

 

※ 上記はショップ番号が 1 の場合の記述例です。/1/の部分は設定するショップにあわせて変更

して下さい。 

※ エラーが発生した場合は、モール管理室の[システム情報]-[ログ一覧]にもエラー内容が記録さ

れます。 

 

5.3.5 動作確認 

 

E-Shoppy を設置したサイトで、実際に商品を購入して、クレジット決済を選択し、テスト

カード番号で決済が正しく行われるか確認して下さい。決済が完了した場合は、モールシス

テムから決済完了のメールが届きます。また管理室の[注文管理]で注文情報の支払が「済」に

設定されます。 

 

動作しない場合は、設定に誤りがある可能性があります。モール管理室の[システム情報]-[ロ

グ一覧]で決済時刻にエラーなどが発生していないかご確認下さい。 

www.yourdomain.co.jp/eshoppy_mall/order/1/zeus/reply.html?usrte

l=<TELNO>&sendid=<ID>&money=<KING>&result=OK 

http://www.yourdomain.co.jp/eshoppy_mall/order/1/zeus/reply.htm

l?usrtel=0&sendid=0&money=0&result=OK 
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5.4 クロネコ＠ペイメントのクレジット決済に対応する 
 

5.4.1 接続先 URL の確認 

 

クロネコ＠ペイメントから届いた資料を元にモール管理室の[ホーム]-[決済サービス]-[提供設

定]-[クロネコ＠ペイメント]の詳細にクロネコ＠ペイメントの URL が設定されているかご確

認下さい。 

 

接続HTML(PC画面)の設定例 

 

 

 

 

 

※ クロネコ@ペイメントの場合は、PC画面のみ対応しています。 

 

5.4.2 加盟店コードの設定 

 

クロネコ＠ペイメントから取得した加盟店コードを設定します。ショップ管理室の[ホーム]-

[決済サービス]-[新規決済サービスを追加する]から以下を選択して登録して下さい。 

 

決済サービスの設定 

項目 設定 

決済サービス名 クロネコ＠ペイメント 

決済サービスの利用 使用する 

加盟店コード (クロネコ＠ペイメントから届いた資料に記載の文字を記入する) 

動作モード L_TEST 

 

5.4.3 クレジット決済利用の設定 

 

ショップ管理室の[ホーム]-[決済方法]-[新規決済方法を追加する]から以下を選択して登録して

下さい。 

 

クレジット決済利用の設定 

項目 設定 

支払方法 クレジット決済 

決済方法の利用 使用する 

決済サービスの利用 クロネコ＠ペイメント 

 

※ その他の項目は用途に応じて設定して下さい。 

※ 既にクレジット決済を使用した決済方法が登録されている場合は、新規登録せずに[編集]から

「決済サービスの利用」のみ設定して下さい。 

 

5.4.4 動作確認 

 

E-Shoppy を設置したサイトで、実際に商品を購入して、クレジット決済を選択し、テスト

カード番号で決済が正しく行われるか確認して下さい。確認方法は、クロネコ＠ペイメント

から入手された資料をご参照下さい。決済が完了した場合は、クロネコ＠ペイメントから決

済完了のメールが届きます。 

 

動作しない場合は、設定に誤りがある可能性があります。モール管理室の[システム情報]-[ロ

<form method="post"  

action="https://payment.kuronekoyamato.co.jp/kuroneko/servlet/Y

CS_ServletC" target="_blank"> 
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グ一覧]で決済時刻にエラーなどが発生していないかご確認下さい。 

 

5.4.5 本番動作への切り替え 

 

動作確認で問題なければ本番ページへの切替えを行います。 

ショップ管理室の[ホーム]-[決済サービス]-[クロネコ＠ペイメント]の詳細から「動作モード」

の値を L_TEST から V_W02 に変更して登録して下さい。 

 

※ 記述方法は、クロネコ＠ペイメントから届いた資料もご参照下さい。 
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5.5 ルミーズのクレジット決済に対応する 
 

5.5.1 接続先 URL の確認 

 

ルミーズから届いた資料を元にモール管理室の[ホーム]-[決済サービス]-[提供設定]-[ルミーズ 

クレジット決済]の詳細にルミーズの「決済情報送信先 URL」が設定されているかご確認下さ

い。 

 

接続HTML(PC画面)の設定例 

 

 

 

 

 

接続HTML(携帯画面)の設定例 

 

 

 

 

 

接続HTML(スマートフォン画面)の設定例 

 

 

 

 

 

※ 同様にそれぞれ本番用の送信先 URLも記述されているかご確認下さい。 

※ PC画面とスマートフォン画面の設定は同じです。 

 

5.5.2 「店コード(半角英数字)」と「ホスト番号(半角英数字)」の設定 

 

ルミーズから取得した「店コード(半角英数字)」と「ホスト番号(半角英数字)」をショップ管

理室の[ホーム]-[決済サービス]-[新規決済サービスを追加する]から以下を選択して登録して下

さい。 

 

店舗コード・ホスト番号の設定 

項目 設定 

決済サービス名 ルミーズ クレジット決済 

決済サービスの利用 使用する 

店コード (ルミーズから届いた資料に記載の文字を記入する) 

ホスト番号 (ルミーズから届いた資料に記載の文字を記入する) 

動作モード 0 

 

5.5.3 クレジット決済利用の設定 

 

ショップ管理室の[ホーム]-[決済方法]-[新規決済方法を追加する]から以下を選択して登録して

下さい。 

 

 

 

 

 

<form method="post" 

action="https://test.remise.jp/rpgw2/pc/card/paycard.aspx" 

name="remise" target="_blank"> 

<form method="post" 

action="https://test.remise.jp/rpgw2/mbl/card/paycard.aspx" 

target="_blank"> 

<form method="post" 

action="https://test.remise.jp/rpgw2/pc/card/paycard.aspx" 

name="remise" target="_blank"> 
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クレジット決済利用の設定 

項目 設定 

支払方法 クレジット決済 

決済方法の利用 使用する 

決済サービスの利用 ルミーズ クレジット決済 

 

※ その他の項目は用途に応じて設定して下さい。 

※ 既にクレジット決済を使用した決済方法が登録されている場合は、新規登録せずに[編集]から

「決済サービスの利用」のみ設定して下さい。 

 

5.5.4 ルミーズ管理画面の設定 

 

ルミーズの管理画面(加盟店バックヤードシステム)にログインし、「各種設定」から「ホスト

設定」を選択して、「結果通知URL」として以下の設定例のように設定します。 

 

ルミーズ管理画面(加盟店バックヤードシステム)の設定例 

 

 

 

※ 上記はショップ番号が 1 の場合の記述例です。/1/の部分は設定するショップにあわせて変更

して下さい。 

※ 結果通知 URL は E-Shoppy を設置したサイト URL (order.cgi/ショップ番号/remise/reply. 

htmlまでのパス)を記述して下さい。 

※ ページが存在するか確認するため、設定した URL にアクセスして、「アクセスが拒否されま

した。」や「注文情報の不整合が発生しました。」などのエラーが表示されるか試してみて下さ

い。上記の例の場合は、X-S_TORIHIKI_NO と X-TOTAL を 1 にして以下の URL になり

ます。 

 

結果通知URLのアクセステストの例 

 

 

 

 

※ 上記はショップ番号が 1 の場合の記述例です。/1/の部分は設定するショップにあわせて変更

して下さい。 

※ エラーが発生した場合は、モール管理室の[システム情報]-[ログ一覧]にもエラー内容が記録さ

れます。 

 

5.5.5 動作確認 

 

E-Shoppy を設置したサイトで、実際に商品を購入して、クレジット決済を選択し、テスト

カード番号で決済が正しく行われるか確認して下さい。決済が完了した場合は、モールシス

テムから決済完了のメールが届きます。また管理室の[注文管理]で注文情報の支払が「済」に

設定されます。 

 

動作しない場合は、設定に誤りがある可能性があります。モール管理室の[システム情報]-[ロ

グ一覧]で決済時刻にエラーなどが発生していないかご確認下さい。 

 

5.5.6 本番動作への切り替え 

 

動作確認で問題なければ本番の URL への切替えを行います。ショップ管理室の[ホーム]-[決

www.yourdomain.co.jp/eshoppy_mall/order/1/remise/reply.html  

http://www.yourdomain.co.jp/eshoppy_mall/order/1/remise/reply.h

tml?X-S_TORIHIKI_NO=1&X-TOTAL=1 
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済サービス]-[ルミーズ クレジット決済]の編集から「動作モード」の値を 0 から 1 に変更

して登録して下さい。 

 

5.5.7 実売上げへの計上処理 

 

決済完了後、ルミーズの管理画面(バックヤードシステム)では処理区分が「仮売上」で表示さ

れます。内容を確認して実売上に変更して下さい。 
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5.6 J-Payment のクレジット決済に対応する 
 

5.6.1 接続先 URL の確認 

 

J-Payment から届いた資料を元にモール管理室の[ホーム]-[決済サービス]-[提供設定]-[J-

Payment クレジット決済]の詳細に J-Payment の「決済情報送信先 URL」が設定されてい

るかご確認下さい。 

 

接続HTML(PC画面)の設定例 

 

 

 

 

 

接続HTML(携帯画面)の設定例 

 

 

 

 

 

接続HTML(スマートフォン画面)の設定例 

 

 

 

 

 

 

5.6.2 「店舗 ID(半角数字)」の設定 

 

J-Payment から取得した「店舗 ID(半角数字)」をショップ管理室の[ホーム]-[決済サービス]-

[新規決済サービスを追加する]から以下を選択して登録して下さい。 

 

店舗コード・ホスト番号の設定 

項目 設定 

決済サービス名 J-Payment クレジット決済 

決済サービスの利用 使用する 

店舗 ID (ルミーズから届いた資料に記載の文字を記入する) 

 

5.6.3 クレジット決済利用の設定 

 

ショップ管理室の[ホーム]-[決済方法]-[新規決済方法を追加する]から以下を選択して登録して

下さい。 

 

クレジット決済利用の設定 

項目 設定 

支払方法 クレジット決済 

決済方法の利用 使用する 

決済サービスの利用 J-Payment クレジット決済 

 

※ その他の項目は用途に応じて設定して下さい。 

※ 既にクレジット決済を使用した決済方法が登録されている場合は、新規登録せずに[編集]から

<form method="post" 

action="https://credit.j-payment.co.jp/gateway/payform.aspx" 

name="jpayment" target="_blank"> 

<form method="post" 

action="https://credit.j-payment.co.jp/gateway/payform.aspx" 

target="_blank"> 

<form method="post" 

action="https://credit.j-payment.co.jp/gateway/payform.aspx" 

name="jpayment" target="_blank"> 
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「決済サービスの利用」のみ設定して下さい。 

 

5.6.4 J-Payment 管理画面の設定 

 

J-Payment の管理画面にログインし、「設定」から「PC 用決済フォーム設定」と「携帯用決

済フォーム設定」の決済データ送信元URLを以下の設定例のように設定します。 

 

J-Payment管理画面の設定例 

 

 

 

※ 上記はショップ番号が 1 の場合の記述例です。/1/の部分は設定するショップにあわせて変更

して下さい。 

※ 結果通知URL は E-Shoppy を設置したサイト URL (order.cgi/ショップ番号/jpayment/reply. 

htmlまでのパス)を記述して下さい。 

※ ページが存在するか確認するため、設定した URL にアクセスして、「アクセスが拒否されま

した。」や「注文情報の不整合が発生しました。」などのエラーが表示されるか試してみて下さ

い。上記の例の場合は、codと am を 1 にして以下のURLになります。 

 

結果通知URLのアクセステストの例 

 

 

 

 

※ 上記はショップ番号が 1 の場合の記述例です。/1/の部分は設定するショップにあわせて変更

して下さい。 

※ エラーが発生した場合は、モール管理室の[システム情報]-[ログ一覧]にもエラー内容が記録さ

れます。 

 

5.6.5 動作確認 

 

E-Shoppy を設置したサイトで、実際に商品を購入して、クレジット決済を選択し、テスト

カード番号で決済が正しく行われるか確認して下さい。決済が完了した場合は、モールシス

テムから決済完了のメールが届きます。また管理室の[注文管理]で注文情報の支払が「済」に

設定されます。 

 

動作しない場合は、設定に誤りがある可能性があります。モール管理室の[システム情報]-[ロ

グ一覧]で決済時刻にエラーなどが発生していないかご確認下さい。 

www.yourdomain.co.jp/eshoppy_mall/order/1/jpayment/reply.html  

http://www.yourdomain.co.jp/eshoppy_mall/order/1/jpayment/reply

.html?cod=1&am=1 
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5.7 PayPal 決済に対応する 
 

5.7.1 アカウントの作成 

 

PayPalのアカウントをお持ちでない場合はアカウントを作成して下さい。 

 

テスト環境のアカウント 

https://developer.paypal.com/ の「Sign Up」からテスト用のアカウントを作成して下さい。

またアカウントを作成してログインした後、メニュー(Dashboard)の Sandbox test accounts 

から決済のテストに使用する仮想のメールアドレスとパスワードを設定して下さい。 

 

本番環境のアカウント 

https://www.paypal.jp/ の新規登録から実際の決済に使用するアカウント(ビジネスアカウン

ト)を作成して下さい。 

 

5.7.2 「ビジネスアカウント」の設定 

 

ショップ管理室の[ホーム]-[決済サービス]-[新規決済サービスを追加する]から以下を選択して

登録して下さい。 

 

PayPal のテスト環境を使用する場合 

項目 設定 

決済サービス名 PayPal決済 

決済サービスの利用 使用する 

ビジネスアカウント (PayPalのテスト環境にログインする時のメールアドレスを記入する) 

 

PayPal の本番環境を使用する場合 

項目 設定 

決済サービス名 PayPal決済 

決済サービスの利用 使用する 

ビジネスアカウント (PayPalの本番環境にログインする時のメールアドレスを記入する) 

 

5.7.3 PayPal 決済利用の設定 

 

ショップ管理室の[ホーム]-[決済方法]-[新規決済方法を追加する]から以下を選択して登録して

下さい。 

 

クレジット決済利用の設定 

項目 設定 

支払方法 PayPal決済 

決済方法の利用 使用する 

決済サービスの利用 PayPal決済(ウェブペイメントスタンダード) 

 

※ その他の項目は用途に応じて設定して下さい。 

※ 既に PayPal 決済を使用した決済方法が登録されている場合は、新規登録せずに[編集]から

「決済サービスの利用」のみ設定して下さい。 
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5.7.4 PayPal 管理画面の設定 

 

PayPalの管理画面にログインし[個人設定]の「PayPalボタンの言語コード化」から 

「詳細オプション」をクリックして以下を設定して下さい。 

※テスト環境の場合は[個人設定]の[言語のエンコード]から設定して下さい。 

 

エンコード方式の設定 

項目 設定 

エンコード方式 UTF-8 

PayPalから送信されたデータと同じエンコード方式の使用 はい 

 

PayPal の管理画面の[個人設定]の[即時支払い通知の設定]から「IPN の設定の選択」をクリ

ックして通知URLを以下の設定例のように設定して下さい。 

 

通知URLの設定例 

 

 

 

 

「IPNメッセージ」の項目は「IPNメッセージを受信する(有効)」に設定して下さい。 

 

※ 上記はショップ番号が 1 の場合の記述例です。/1/の部分は設定するショップにあわせて変更

して下さい。 

※ 結果通知 URL は E-Shoppy を設置したサイト URL (order.cgi/ショップ番号/paypal/reply. 

htmlまでのパス)を記述して下さい。 

※ ご利用のサーバで SSL(https://から始まるアドレス)が使用できない場合は、上記「通知

URL」の https:// は http:// に変更して下さい。 

※ ページが存在するか確認するため、設定した URL にアクセスして、「アクセスが拒否されま

した。」や「注文情報の不整合が発生しました。」などのエラーが表示されるか試してみて下さ

い。 

※ エラーが発生した場合は、モール管理室の[システム情報]-[ログ一覧]にもエラー内容が記録さ

れます。 

 

また PayPal の管理画面の[個人設定]の[ウェブペイメントの設定]から自動復帰を「オン」に

して復帰URLを以下の設定例のように設定して下さい。 

 

復帰URLの設定例 

 

 

 

 

「支払いデータ転送」の項目は「オフ」に設定して下さい。 

 

※ 結果通知URL は E-Shoppy を設置したサイトURL  

(order.cgi/0/paypal/finish_payment.htmlまでのパス)を記述して下さい。 

※ ご利用のサーバで SSL(https://から始まるアドレス)が使用できない場合は、上記「復帰

URL」の https:// は http:// に変更して下さい。 

https://www.yourdomain.co.jp/eshoppy_mall/order/1/paypal/reply

.html  

https://www.yourdomain.co.jp/eshoppy_mall/order/0/paypal/finis

h_payment.html?retcmd=auto  
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5.7.5 動作確認 

 

E-Shoppy を設置したサイトで、実際に商品を購入して、PayPal 決済を選択し、決済が正し

く行われるか確認して下さい。 

決済が完了した場合は、モールシステムから決済完了のメールが届きます。また管理室の[注

文管理]で注文情報の支払が「済」に設定されます。 

動作しない場合は、設定に誤りがある可能性があります。モール管理室の[システム情報]-[ロ

グ一覧]で決済時刻にエラーなどが発生していないかご確認下さい。 

 

テスト環境を使用する場合 

ショップ管理室の[ホーム]-[決済サービス]-[PayPal 決済]の「動作モード」を 0、「ビジネスア

カウント」をテスト環境にログインする時のメールアドレスに設定して下さい。 

また決済時にはテスト環境の Sandbox test accounts で作成した仮想のメールアドレスとパ

スワードを使用して決済を行って下さい。 

 

本番環境を使用する場合 

ショップ管理室の[ホーム]-[決済サービス]-[PayPal 決済]の「動作モード」を 1、「ビジネスア

カウント」を本番環境にログインする時のメールアドレスに設定して下さい。 

また決済時には実際に使用している PayPal のメールアドレスとパスワードを使って決済を行

って下さい。 
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5.8 クレジットカード決済を無効にする (ZEUS/クロネコ/ルミーズ/J-Payment 共通) 
 

1) ショップ管理室の[ホーム]-[決済方法]-[クレジット決済]の編集から決済方法の利用を「使用

しない」に設定して下さい。 

2) ショップ管理室の[ホーム]-[決済サービス]の編集から決済サービスの利用を「使用しない」

に設定して下さい。 

 

以上でクレジット決済は利用できなくなります。 

 

5.9 PayPal 決済を無効にする 

1) ショップ管理室の[ホーム]-[決済方法]-[PayPal 決済]の編集から決済方法の利用を「使用しな

い」に設定して下さい。 

2) ショップ管理室の[ホーム]-[決済サービス]の編集から決済サービスの利用を「使用しない」

に設定して下さい。 

 

以上で PayPal決済は利用できなくなります。 
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第6章 定期処理の設定 
 

定期的な処理は、毎時 1 回以上実行する処理、毎日 1 回以上実行する処理、毎月 1 回実行する処

理の 3 種類あります。それぞれの処理は、local ディレクトリ以下にある cron_t.pl と cron_d.pl、

cron_m.pl のコマンドを cronに設定して定期的に実行することができます。 

 

6.1 毎時実行する処理: local/cron_t.pl 

6.2 毎日実行する処理: local/cron_d.pl 

6.3 毎月実行する処理: local/cron_m.pl 

 

※ cron はサーバ(OS)によって多少動作が違うことがあります。ご利用のサーバのマニュアルも

参照して下さい。 

※ 設定が困難でしたらサーバ管理者にご相談下さい。 

 

6.1 毎時実行する処理 
 

毎時実行する処理は、cron_t.pl内に記述されています。 

 

6.1.1 メルマガ配信の実行 

 

予約されていたメルマガを配信します。 

 

※ 実行内容を変更する場合は cron_t.pl内の記述を変更して下さい。 

 

localディレクトリに移動してmanage.plを用いて以下のように実行することもできます。 

 

メルマガ配信の実行例 

 

 

 

※ %の記号はコマンドの入力を示します。実際に入力する必要はありません。 

 

6.2 毎日実行する処理 
 

毎日実行する処理は、cron_d.pl内に記述されています。 

 

6.2.1 不要データの削除 

 

1) 有効期限切れのセッションファイル(local/sid以下)を削除します。 

2) 有効期限切れの一時ファイル(local/tmp以下)を削除します。 

3) 有効期限切れの一時プレビューファイル(local/image以下)を削除します。 

4) 有効期限切れの買い物かごの商品(catテーブル内)を削除します。 

5) 有効期限切れの閲覧商品ログ(trkテーブル内)を削除します。 

6) 有効期限切れの配信済メルマガ(dmlテーブル内)を削除します。 

7) 有効期限切れの短縮一時データ(viaテーブル内)を削除します。 

8) 有効期限切れのログ(logテーブル内)を削除します。 

 

6.2.2 人気商品の集計 

 

過去数日分の商品の販売個数を商品別に集計します。更新されたデータは、モール・ショッ

プトップの人気商品一覧に反映されます。 

% ./manage.pl name=dmlmgr pmd=sendmail exec=1  
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6.2.3 人気ショップの集計 

 

過去数日分の決済支払金額をショップ別に集計します。更新されたデータは、モールトップ

ページの人気ショップ一覧に反映されます。 

 

6.2.4 全ショップのファイル更新 

 

local/static 以下のファイルを更新します。更新対象は「ショップ定期更新」を有効している

ショップです。 

 

6.2.5 ポイントの発行 

 

支払確認後、一定時間を経過した注文分のポイントを顧客の所有ポイントとして加算します。 

 

6.2.6 入荷通知メールの送信 

 

在庫なしで買い物かごに入れた商品が入荷した場合に顧客に通知します。通知対象は会員登

録時に「お知らせ情報」を講読するに設定している会員です。 

 

6.2.7  検索キーワードの更新 

 

商品情報からキーワードを抽出して集計情報(gdsz テーブル内)を更新します。過去数日以内

に更新された商品情報を対象に集計します。 

 

6.2.8 会員区分の変更 

 

会員区分の変更条件(判定期間内の注文商品の合計金額)に従って会員の区分を変更します。 

 

※ 実行内容を変更する場合は cron_d.pl内の記述を変更して下さい。 

 

cron_d.plを実行すると、上記すべての処理が順に実行されますが、localディレクトリに移動

してmanage.plを用いて以下のように個別に実行することもできます。 

 

不要データ削除の実行例 

 

 

 

人気商品の集計(過去 90日分を集計する場合)の実行例 

 

 

 

人気ショップの集計(過去 90日分を集計する場合)の実行例 

 

 

 

全ショップのファイル更新の実行例 

 

 

 

ポイント発行の実行例 

 

 

% ./manage.pl name=sysmgr pmd=clean  

% ./manage.pl name=odrmgr pmd=bscore days=90 

% ./manage.pl name=webmgr pmd=build_all exec=1 recursive=1 

% ./manage.pl name=odrmgr pmd=paypoint exec=1 

% ./manage.pl name=odrmgr pmd=oscore days=90 
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入荷通知メールの送信の実行例 

 

 

 

 

検索キーワードの更新(過去 1日分)  

 

 

 

 

会員区分の変更(支払済かつ所有ポイントに加算された注文商品の合計金額から判定) 

 

 

 

 

 

※ %の記号はコマンドの入力を示します。実際に入力する必要はありません。 

※ 毎日実行する処理にバックアップの処理は含まれていません。 

※ ファイルやデータベースのバックアップ、データベースの VACUUM 処理を行うには、第 7

章に従って別途設定して下さい。 

% ./manage.pl name=gdsmgr pmd=arrival exec=1 

% ./manage.pl name=gdsmgr pmd=replace_keywords days=1 sync=1 

exec=1 

% ./manage.pl name=ctmmgr pmd=change_rank exec=1 
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6.3 毎月実行する処理 
 

毎月実行する処理は、cron_m.pl内に記述されています。 

 

6.3.1 ショップ利用料の計算 

 

先月分のショップの利用料を計算して請求データを作成します。作成されたデータは、[モー

ル管理室]-[ショップ情報]-[利用料]に追加されます。 

 

※ 実行内容を変更する場合は cron_m.pl内の記述を変更して下さい。 

 

cron_m.pl を実行すると、上記すべての処理が順に実行されますが、local ディレクトリに移

動してmanage.plを用いて以下のように個別に実行することもできます。 

 

ショップ利用料集計(604800秒前の月分を集計する場合)の実行例 

 

 

 

※ %の記号はコマンドの入力を示します。実際に入力する必要はありません。 

% ./manage.pl name=chrmgr pmd=charge offset=604800 exec=1  
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6.4 コマンドラインからの実行 
 

cron の設定を行う前に Telnet(あるいは SSH)でサーバにログインして正常に実行されるか試験を

行って下さい。 

 

1) Telnet(あるいは SSH)でご利用のサーバにログインします。 

2) cron_d.pl までの絶対パスを指定して以下のように実行します。 

 

 

 

※ %の記号はコマンドの入力を示します。実際に入力する必要はありません。 

※ /path/to の部分は設置された環境に応じて変更して下さい。 

※ 例えば設置ディレクトリが  /home/yourname/public_html/eshoppy_mall の場合は、

/home/yourname/public_html/eshoppy_mall/local/cron_d.pl のようになります。 

 

cron_d.plの実行例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 cron の設定 
 

Telnet(あるいは SSH)を使ってサーバにログインした後、cronの設定を行って下さい。 

 

6.5.1 設定の確認 

 

以下のコマンドを実行して現在の設定を確認して下さい。 

 

 

 

※ %の記号はコマンドの入力を示します。実際に入力する必要はありません。 

※ cronが設定されている場合は、設定内容が表示されます。 

※ cronが設定されていない場合は、以下の例のように表示されます。 

 

未設定の場合の表示例 

 

 

 

% /path/to/cron_d.pl  

% /home/yourname/public_html/eshoppy_mall/local/cron_d.pl 

[2007/08/10 13:58:35] 

/home/yourname/public_html/eshoppy_mall/local/manage.pl 

name=sysmgr pmd=clean 

Clean: /home/yourname/public_html/eshoppy_mall/local/sid 

Expires: 0.5 day(s) 

Total: 3/5 record(s) removed. 

Clean: /home/yourname/public_html/eshoppy_mall/local/tmp 

Expires: 0.5 day(s) 

Total: 0/0 record(s) removed. 

Clean: DB(cat) 

Expires: 0.5 day(s) 

Total: 0/0 record(s) removed. 

Clean: DB(log) 

Expires: 30 day(s) 

Total: 0/0 record(s) removed. 

(以下略)  

% crontab -l 

crontab: no crontab for yourname 
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6.5.2 設定の追加 

 

以下のコマンドを実行して設定を記述して下さい。 

 

 

 

※ %の記号はコマンドの入力を示します。実際に入力する必要はありません。 

※ 上記のコマンドを実行するとエディタ(viなど)が起動します。 

※ エディタの使い方は、関連書籍や OSに付属のマニュアルを参照して下さい。 

 

記述する設定は、cron_t.pl、cron_d.pl、cron_m.plです。 

 

毎時 0分に cron_t.plを実行する記述例 

 

 

 

 

毎日 7時 0分に cron_d.plを実行する記述例 

 

 

 

 

毎月 1日 7時 0分に cron_m.plを実行する記述例 

 

 

 

 

※ 各設定は途中で改行せずに記述して下さい。 

※ /path/to の部分は cron_*.pl までの絶対パスを指定して下さい。6.4節で実行した local ディレ

クトリまでのパスと同じです。 

※ yourname@yourdomain.co.jp は、お客様のメールアドレスを記述して下さい。 

※ 2>&1 | mail yourname@yourdomain.co.jp を追加すると、コマンドを実行した時の実行内容

が指定したメールアドレス宛に通知されます。 

※ 設定を記述して保存した後は、crontab –l を実行して設定を確認して下さい。 

 

6.5.3 cron の実行 

 

毎日指定した時間に実行されることを確認して下さい。 

 

6.5.4 cron の設定例 

 

cronの設定は様々なものがあります。以下の例も参考にして下さい。 

(exec) 部分は、実行するコマンドに相当します。上記の例では /path/to/cron_x.pl 2>&1 | mail 

yourname@yourdomain.co.jp の部分に相当します。 

 

10 分おきに実行する記述例 

 

 

 

あるいは 

 

 

 

% crontab –e 

0 * * * * /path/to/cron_t.pl 2>&1 | mail 

yourname@yourdomain.co.jp 

0 7 * * * /path/to/cron_d.pl 2>&1 | mail 

yourname@yourdomain.co.jp 

0 7 1 * * /path/to/cron_m.pl 2>&1 | mail 

yourname@yourdomain.co.jp 

0,10,20,30,40,50 * * * * (exec) 

*/10 * * * * (exec) 
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※ 設定次第でサーバに負荷を及ぼすことがありますので、1 分おきなどの不要な設定は避けて下

さい。 

 

毎日 0 時 0 分に実行する記述例 

 

 

 

毎日 20 時 25 分に実行する記述例 

 

 

 

月曜から金曜日の平日に限り、毎時 15 分(1時間おき)に実行する記述例 

 

 

 

毎月 1 日 0 時 0 分に実行する記述例 

 

 

 

 

6.5.5 設定の削除 

 

以下のコマンドを実行して記述されている設定を削除して下さい。 

 

 

 

※ %の記号はコマンドの入力を示します。実際に入力する必要はありません。 

※ コマンドを実行するとエディタ(viなど)が起動します。 

※ エディタの使い方は、関連書籍や OSに付属のマニュアルを参照して下さい。 

 

6.1 郵便番号データの更新 
 

新しい郵便番号に対応するには郵便番号データを更新して下さい。年 1 回など定期的に更新され

ることをお勧めします。 

 

6.1.1 郵便番号データのダウンロード 

 

郵便局のホームページから郵便番号データ(小書き)をダウンロードするには、local ディレク

トリに移動して以下のコマンドを実行して下さい。 

 

 

 

 

※ %の記号はコマンドの入力を示します。実際に入力する必要はありません。 

※ 取得した郵便番号データ(ken_all.lzh)は、local/backups以下に保存されます。 

※ サーバに  lha コマンドがインストールされている場合は、 ken_all.lzh を解凍して 

ken_all.csv も生成されます。 

※ 上記のコマンドは、インストール時に実行する make fetch と同様です。エラーが発生する場

合は、手動でダウンロードして ken_all.csv を local/backups/ken_all.csv に置いて下さい。 

% crontab –e 

0 0 * * * (exec) 

25 20 * * * (exec) 

15 * * * 1-5 (exec) 

0 0 1 * * (exec) 

% ./postal.pl --fetch_ken_all 
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6.1.2 郵便番号データの再登録 

 

データベースにデータを登録するには、郵便番号データ(ken_all.csv)を local/backups 以下に

置いた状態で以下のコマンドを実行して下さい。 

 

 

 

 

※ %の記号はコマンドの入力を示します。実際に入力する必要はありません。 

※ 郵便番号データは、zipテーブルに登録されます。 

※ 郵便番号データが既に登録されている場合は、一度すべて削除して再登録されます。 

 

6.2 ドキュメントファイルの更新 
 

local/docs 以下のドキュメントファイル(pages-*.txt)を更新するには、local ディレクトリに移動

して以下のコマンドを実行して下さい。 

 

 

 

 

※ %の記号はコマンドの入力を示します。実際に入力する必要はありません。 

※ 通常はすでに pages-*.txt が作成されていますので、実行する必要ありません。 

 

% ./postal.pl 

% ./docs.pl 
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第7章 バックアップと復旧方法 
 

本ソフトウェアには、データベースのデータをバックアップするプログラム(local/backups.pl)が

用意されています。 

 

7.1 設定ファイルの確認 
 

バックアップを実行する前に、設定ファイルにある以下の設定項目を確認して下さい。 

 

設定ファイル(local/plugins/00config.pl)の設定項目 

 

 

 

 

 

 

 

※ 標準の設定ではバックアップ時に有効期限(10 日間)を越える古いバックアップファイルは削除

され、バックアップファイルは local/backups 以下に保存されます。必要に応じて変更して

下さい。 

 

7.2 コマンドラインからの実行 
 

バックアップは、通常 cron で定期的に backups.pl を実行して行いますが、cron の設定を行う前

に Telnet(あるいは SSH)でサーバにログインして正常に実行されるか試験を行って下さい。 

 

1) Telnet(あるいは SSH)でご利用のサーバにログインします。 

2) backups.plまでの絶対パスを指定して以下のように実行します。 

 

 

 

 

※ %の記号はコマンドの入力を示します。実際に入力する必要はありません。 

※ /path/toの部分は設置された環境に応じて変更して下さい。 

※ 例えば設置ディレクトリが /home/yourname/public_html/eshoppy_mall の場合は、

/home/yourname/public_html/eshoppy_mall/local/backups.pl のようになります。 

# バックアップの有効期限(秒) 

$C->{BACKUPS_EXPIRES} = 864000;  

 

# バックアップの保存先ディレクトリ 

$C->{DIR_BACKUPS} = $C->{DIR_LOCAL}.'/backups'; 

% /path/to/backups.pl  
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backups.plの実行例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% /home/yourname/public_html/eshoppy_mall/local/backups.pl 

/usr/local/bin/pg_dump -Fc  --host localhost --port 5432 -U 

yourname eshoppy4 > 

/usr/home/yourname/share/software/eshoppy_mall/local/backups/2

010-11-15T13-27-04.pgdump 

/usr/bin/gzip 

/usr/home/yourname/share/software/eshoppy_mall/local/backups/2

010-11-15T13-27-04.pgdump 

/usr/local/bin/pg_dump -Fp  --host localhost --port 5432 -U 

yourname eshoppy4 > 

/usr/home/yourname/share/software/eshoppy_mall/local/backups/2

010-11-15T13-27-04.pgdump2 

/usr/bin/gzip 

/usr/home/yourname/share/software/eshoppy_mall/local/backups/2

010-11-15T13-27-04.pgdump2 

/usr/local/bin/vacuumdb -q -z  --host localhost --port 5432 -U 

yourname eshoppy4 

WARNING:  skipping "pg_database" --- only superuser can vacuum 

it 

WARNING:  skipping "pg_authid" --- only superuser can vacuum 

it 

WARNING:  skipping "pg_tablespace" --- only superuser can 

vacuum it 

WARNING:  skipping "pg_pltemplate" --- only superuser can 

vacuum it 

WARNING:  skipping "pg_shdepend" --- only superuser can vacuum 

it 

WARNING:  skipping "pg_shdescription" --- only superuser can 

vacuum it 

WARNING:  skipping "pg_auth_members" --- only superuser can 

vacuum it 

/usr/bin/tar --exclude 

/usr/home/yourname/share/software/eshoppy_mall/local/backups -

zcf 

/usr/home/yourname/share/software/eshoppy_mall/local/backups/2

010-11-15T13-27-04.tar.gz 

/usr/home/yourname/share/software/eshoppy_mall 

tar: Removing leading '/' from member names 

Expires: 10 day(s): < 20101105 

Total: 0/3 file(s) removed. 

Backup Size: 11.98 M byte(s) 
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7.3 バックアップの保存先 
 

標準の設定では backups.pl を実行すると local/backups ディレクトリに以下の 2 種類のファイル

が作成されます。 

 

設置ディレクトリ以下のファイルを圧縮したファイル 

「(4桁)年-(2桁)月-(2桁)日 T(2桁)時-(2桁)分-(2桁)秒」.tar.gz 

 

【PostgreSQLを使用する場合】 

 

データベースの内容を保存したファイル(テキスト形式) 

「(4桁)年-(2桁)月-(2桁)日 T(2桁)時-(2桁)分-(2桁)秒」.pgdump.gz 

データベースの内容を保存したファイル(圧縮形式) 

「(4桁)年-(2桁)月-(2桁)日 T(2桁)時-(2桁)分-(2桁)秒」.pgdump2.gz 

 

【MySQLを使用する場合】 

 

データベースの内容を保存したファイル 

「(4桁)年-(2桁)月-(2桁)日 T(2桁)時-(2桁)分-(2桁)秒」.mysqldump.gz 

※ ファイル名はバックアップした日時になります。 

 

7.4 cron の設定 
 

Telnet(あるいは SSH) を使ってサーバにログインした後、cronの設定を行って下さい。 

 

7.4.1 設定の確認 

 

以下のコマンドを実行して現在の設定を確認して下さい。 

 

 

 

 

※ %の記号はコマンドの入力を示します。実際に入力する必要はありません。 

※ cronが設定されている場合は、設定内容が表示されます。 

※ cronが設定されていない場合は、以下の例のように表示されます。 

 

未設定の場合の表示例 

 

 

 

 

7.4.2 設定の追加 

 

以下のコマンドを実行して設定を記述して下さい。 

 

 

 

※ %の記号はコマンドの入力を示します。実際に入力する必要はありません。 

※ コマンドを実行するとエディタ(viなど)が起動します。 

※ エディタの使い方は、関連書籍や OSに付属のマニュアルを参照して下さい。 

 

記述する設定は、backups.plです。 

% crontab -l 

crontab: no crontab for yourname 

% crontab –e 
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毎日午前 4 時に backups.plを実行する記述例 

 

 

 

 

※ 途中で改行せずに記述して下さい。 

※ /path/to の部分は backups.pl までの絶対パスを指定して下さい。7.2節で実行した local ディ

レクトリまでのパスになります。 

※ yourname@yourdomain.co.jp は、お客様のメールアドレスを記述して下さい。 

※ 2>&1 | mail yourname@yourdomain.co.jp を追加すると、コマンドを実行した時の実行内容

が指定したメールアドレス宛に通知されます。 

※ 設定を記述して保存した後は、crontab –l を実行して設定を確認して下さい。 

※ backups.pl の実行間隔は 1 日 1 回程度が目安です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 * * * * /path/to/backups.pl 2>&1 | mail 

yourname@yourdomain.co.jp 



 

第 7 章 バックアップと復旧方法  E-Shoppy Mall Ver4 導入・設定マニュアル 

 

 

Copyright (C) 2010-2014 uni internet lab., inc. & E-Shoppy Project All rights reserved.  67 

 

7.5 リカバリ(復元)の方法 
 

7.5.1 ファイルの復元 

 

バックアップしておいたファイル、画像を復元するには、以下の手順で行って下さい。 

 

1) ファイルの解凍 

local/backups 以下にある復元したい日付のファイル(日時.tar.gz)を解凍して、それぞれのフ

ァイルを差し替えて下さい。 

 

バックアップファイルの解凍例(バックアップファイルが 2010-11-15T13-27-04.tar.gzの場合) 

 

 

 

※ %の記号はコマンドの入力を示します。実際に入力する必要はありません。 

※ /path/to の部分は backups.pl までの絶対パスを指定して下さい 

 

2) パーミッションの設定 

Makefile がある設置ディレクトリに移動して以下のコマンドを実行して下さい。 

 

 

 

※ %の記号はコマンドの入力を示します。実際に入力する必要はありません。 

※ makeを実行するとインストール時と同様にパーミッションの設定が行われます。 

※ インストールした時と別のディレクトリに設置する場合は、make を実行する前にインストー

ル時と同様にMakefileを再作成して下さい。 

 

7.5.2 データベースの復元 

 

データベースの内容を元に戻すには、データベース内の全データを削除した後バックアップ

しておいたデータを再登録して下さい。 

 

【PostgreSQLを使用する場合】 

 

データベース削除の実行例(データベース名が eshoppy4の場合) 

 

 

 

※ %の記号はコマンドの入力を示します。実際に入力する必要はありません。 

 

データベース作成の実行例(データベース名が eshoppy4の場合) 

 

 

 

※ %の記号はコマンドの入力を示します。実際に入力する必要はありません。 

 

 

 

バックアップファイルの解凍(バックアップファイルが 2010-11-15T13-27-04.pgdump.gzの場合) 

 

 

 

% tar zxf /path/to/backups/2010-11-15T13-27-04.tar.gz 

% make 

% dropdb eshoppy4 

% createdb -E UTF8 eshoppy4 

% gzip -d 2010-11-15T13-27-04.pgdump.gz 
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※ %の記号はコマンドの入力を示します。実際に入力する必要はありません。 

※ ファイルを解凍すると 2010-11-15T13-27-04.pgdumpが作成されます。 

 

データ登録の実行例(バックアップファイルが 2010-11-15T13-27-04.pgdump の場合) 

 

 

 

※ %の記号はコマンドの入力を示します。実際に入力する必要はありません。 

※ データベース名はご利用の環境に合わせて入力して下さい。 

 

【MySQLを使用する場合(データベースユーザ名は yourname)】 

 

データベース削除の実行例(データベース名が eshoppy4の場合) 

 

 

 

 

※ %の記号はコマンドの入力を示します。実際に入力する必要はありません。 

 

データベース作成の実行例(データベース名が eshoppy4の場合) 

 

 

 

※ %の記号はコマンドの入力を示します。実際に入力する必要はありません。 

 

バックアップファイルの解凍(バックアップファイルが 2010-11-15T13-27-04.mysqldump.gz の場

合) 

 

 

 

※ %の記号はコマンドの入力を示します。実際に入力する必要はありません。 

※ ファイルを解凍すると 2010-11-15T13-27-04.mysqldumpが作成されます。 

 

データ登録の実行例(バックアップファイルが 2010-11-15T13-27-04.pgdump の場合) 

 

 

 

 

 

※ %の記号はコマンドの入力を示します。実際に入力する必要はありません。 

※ データベース名はご利用の環境に合わせて入力して下さい。 

% pg_restore –Fc –d eshoppy4 2010-11-15T13-27-04.pgdump 

% mysqladmin --user=yourname -p drop eshoppy4 

Do you really want to drop the 'eshoppy4' database [y/N] y 

% mysqladmin --user=yourname -p create eshoppy4 

% mysql --user=yourname -p eshoppy4 < 

2010-11-15T13-27-04.mysqldump 

Enter password: (データベースの接続パスワードを入力) 

% gzip -d 2010-11-15T13-27-04.mysqldump.gz 
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第8章 テンプレート 
 

テンプレートとは、プログラムで表示される画面の表示(レイアウト)を自由に変更できるように

するための雛型となるファイルです。管理者はテンプレートを編集することによって、独自のレ

イアウトを実現することができます。 

 

8.1 テンプレートの記述例 
 

テンプレートは、HTML やメールのフォーマットなど様々な用途に利用することができますが、

ここでは HTML のテンプレート例を示します。 

 

値を埋め込みたい部分は「変数」と呼ばれる特殊なタグを記述します。また条件に応じて表示を

変える部分には「構文」を記述します。 

 

HTMLテンプレートの記述例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

画面の表示例 

 

 

 

 

 

 

8.2 変数 
 

変数のタグとは、上記のテンプレート例にある <% NAME %> や <% VERSION %>の部分です。

プログラムで画面を表示すると、 <% NAME %> の部分には「プログラム名」、 <% 

VERSION %> の部分には「バージョン番号」が埋め込まれて表示されます。 

 

8.2.1 変数名 

 

変数名は、上記例の NAME や VERSION を指します。変数名は、あらかじめ用意されて

いる名称です。どのような変数名が記述できるかは、編集するテンプレートファイルによっ

てことなります。詳しくは8.11.7項と13.2節を参照して下さい。 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" 

 content="text/html;charset=UTF-8"> 

<title>テンプレートサンプル</title> 

</head> 

<body> 

このページは、プログラム <% NAME %> のバージョン <% VERSION %> によっ

て表示されるページです。<br>トップページは、<% URL_BASE %> です。 

</body> 

</html> 

このページは、プログラム E-Shoppy Mall のバージョン 4.0 によって表示さ

れるページです。 

トップページは、http://www.yourdomain.co.jp/eshoppy_mall です。 
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8.2.2 改行を削除する 

 

変数を記述した後の改行をなくしたい場合は、%> の前に – を付けて下さい。 

 

 

テンプレートの記述例 

 

 

 

 

表示例 

 

 

 

 

8.3 条件構文 
 

条件構文は、変数の値に応じて表示を変えたい場合に使用します。 

 

8.3.1 IF-END 構文 

 

変数 name の値があるとき(空もしくは 0 以外の場合)に「値あり」と表示したい場合は、以

下のように記述して下さい。 

 

テンプレートの記述例 

 

 

 

 

8.3.2 IF-ELSE-END 構文 

 

変数 name の値があるとき(空もしくは 0 以外の場合)に「値あり」、それ以外は、「値なし」

と表示したい場合は、以下のように記述して下さい。 

 

テンプレートの記述例 

 

 

 

 

8.3.3 UNLESS-END 構文 

 

変数 name の値がないとき「値なし」とだけ表示したい場合は、以下のように記述して下さ

い。 

 

テンプレートの記述例 

 

 

 

バージョンは<% VERSION -%> 

です。 

バージョンは 1.0です。 

<% IF name %>値あり<% END %> 

<% IF name %>値あり<% ELSE %>値なし<% END %> 

<% UNLESS name %>値なし<% END %> 
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8.4 繰り返し構文 
 

繰り返し構文は、変数が複数の値の組を持っている場合に使用します。 

 

8.4.1 FOR-END 構文 

 

例えば 2010,2011,2012 の値が保存されている Years という変数(配列)の値を表示するには、

以下のように記述して下さい。 

 

テンプレートの記述例 

 

 

 

 

 

表示例 

 

 

 

 

 

※ <% FOR 変数名 %>～<% END %>の間には、記述した変数やテキストを変数に保存されてい

る数だけ繰返し表示することができます。 

 

8.4.2 グローバル変数 

 

<% FOR 変数名 %>～<% END %>の間で使用できる変数は限られています。繰り返しの外

で使用する変数(グローバルな変数)を繰り返しの中で使用したい場合は、変数名の始めに”$”

を付けて下さい。 

 

テンプレートの記述例 

 

 

 

 

 

表示例 

 

 

 

 

 

 

また<% FOR 変数名 %>～<% END %>の間でグローバルな配列の変数を使用する場合は、

変数名の始めに”@”を付けて下さい。 

 

テンプレートの記述例 

 

 

 

 

 

 

<% FOR Years -%> 

<% year %>年 

<% END -%> 

2010年 

2011年 

2012年 

<% FOR Years -%> 

<% $VERSION %>: <% year %>年 

<% END -%> 

1.0: 2010年 

1.0: 2011年 

1.0: 2012年 

<% FOR List -%> 

<% FOR @Years -%> 

<% $VERSION %>: <% year %>年 

<% END -%> 

<% END -%> 
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8.5 フィルター 
 

フィルターは、変数の値を加工して表示したい場合に使用します。 

 

8.5.1 フィルター構文 1 

 

フィルターは、変数名に「.(フィルター名)」を付けて記述します。例えば数字を表示する

total 変数がある時に、数字にコンマを付けて表示するには、以下のように記述して下さい。 

 

テンプレートの記述例 

 

 

 

表示例 

 

 

 

※ .comma を付け加えると数字がコンマ付きに変換されて表示されます。 

※ <% total %>のみ記述した場合は、1234のように表示されます。 

 

8.5.2 フィルター構文 2  

 

テンプレートに記述したテキストに直接フィルターをかけることもできます。例えば、標準

で用意されている html フィルターを利用して以下のように記述すると、< や > がタグに

置き換えられて表示されます。 

 

テンプレートの記述例 

 

 

 

 

 

表示例 

 

 

 

8.5.3 複数のフィルター 

 

フィルターは以下のように.(ドット)でつなげて複数指定することもできます。 

 

テンプレートの記述例 1 

 

 

 

テンプレートの記述例 2 

 

 

 

 

 

<% total.comma %> 

1,234 

<% BLOCK .html %> 

「この部分は<b>HTML</b>ファイルです。」 

<% END %> 

「この部分は&lt;b&gt;HTML&lt;/b&gt;ファイルです。」 

<% var.filter1.filter2.filter3 %> 

<% BLOCK .filter1.filter2.filter3 %> 

テキスト 

<% END %> 
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8.5.4 構文のフィルター 

 

フィルターは構文と組み合わせて使用することもできます。例えば値を比較するフィルター

を利用して判定する場合は、以下のように記述して下さい。 

 

テンプレートの記述例 

 

 

 

 

 

※ eq フィルターは、左側の変数の値と引数(カッコ内の文字)が一致する場合に真(1)、一致しな

い場合に偽(undef)を返すフィルターです。詳細は9.3節と13.3節を参照して下さい。 

 

8.5.5 標準フィルター 

 

標準で利用できるフィルターは、local/lib/Cozy/DataFilter/Plugin 以下に 30 種類以上用意さ

れています。フィルターの一覧は13.3節を参照して下さい。 

 

8.5.6 フィルターの追加 

 

プログラム(Perl)の記述方法を把握されている方は、独自のフィルターを追加することができ

ます。フィルターの記述例は、9.3.3項を参照して下さい。 

 

8.6 ロード構文 
 

ロード構文は、フィルターと組み合わせて、変数の変更を本来の変数に上書きしたい場合に使用

します。例えば以下のように記述すると、<% total.comma %> の値(1,234)が total 変数に代入

されます 

 

テンプレートの記述例 

 

 

 

※ 上記の記述以降に <% total %> を記述すると、「1,234」のように常にコンマ付きの表示に置

き換わります。 

 

8.7 ブロック構文 
 

ブロック構文は、テンプレート内でよく使う記述を予め変数に設定して利用したい場合に使用し

ます。ロード構文が自身の変数を置き換えるのに対してブロック構文は新たな変数を定義するこ

とができます。 

 

8.7.1 変数の定義 

 

テンプレートの記述例 

 

 

 

 

 

上記のように記述すると、「バージョンは</b>1.0</b>です。」の文字が ver 変数に代入され

<% IF name.eq(1) %> 

nameの値は 1です。 

<% END %> 

<% LOAD total.comma -%> 

<% BLOCK ver -%> 

バージョンは<b><% VERSION %></b>です。 

<% END -%> 
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ます。この記述以降は「<% ver %>」と書くだけで「バージョンは</b>1.0</b>です。」を表

示することができるようになります。 

 

8.7.2 構文のフィルター  

 

ロード構文と同様にブロック構文でもフィルターをかけてから変数を定義することもできま

す。例えば、標準で用意されている html フィルターを利用して以下のように記述すると、< 

や > がタグに置き換えられて変数が定義されます。 

 

テンプレートの記述例 

 

 

 

 

 

 

表示例 

 

 

 

 

8.7.3 複数のフィルター 

 

ブロック構文で複数のフィルターを使用する場合は、以下のように記述して下さい。 

 

テンプレートの記述例 

 

 

 

 

 

8.7.4 フィルターとしての利用 

 

変数を定義せずにテキストのフィルターとして使用したい場合は、ドットから始まるフィル

ター名を記述して下さい。8.5.2項と同様です。 

 

テンプレートの記述例 

 

 

 

 

 

表示例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<% BLOCK var.filter1.filter2.filter3 %> 

テキスト 

<% END %> 

<% BLOCK var.html %> 

「この部分は<b>HTML</b>ファイルです。」 

<% END %> 

変数 varの値は<% var %>  

変数 varの値は「この部分は&lt;b&gt;HTML&lt;/b&gt;ファイルです。」 

<% BLOCK .html %> 

「この部分は<b>HTML</b>ファイルです。」 

<% END %> 

「この部分は&lt;b&gt;HTML&lt;/b&gt;ファイルです。」 
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8.8 テンプレート構文 
 

テンプレート構文は、変数に値を埋め込む前にフィルターをかけたい場合に使用します。 

 

8.8.1 フィルターとしての利用 

 

ドットから始まるフィルター名を記述して下さい。8.5.2項と同様です。<% VERSION %> 

の部分は HTMLに変換されるため値は埋め込まれません。 

 

テンプレートの記述例 

 

 

 

 

 

表示例 

 

 

 

 

8.9 挿入構文 
 

挿入構文は、テンプレートのある部分に他のテンプレートを入れ込みたい場合に使用します。例

えば以下のように記述すると、記述した部分には外部ファイル(META.html)の内容が挿入されて

表示されます。 

 

テンプレートの記述例 

 

 

 

※ 読み込む側のファイル(INCLUDE 構文を記述したファイル)の拡張子と、読み込まれる側のフ

ァイルの拡張子が同じ場合は、上記のように.htmlを省略することができます。 

 

挿入構文を利用すると HEADER や FOOTER など各ページに共通のファイルを用意してレイ

アウトの編集を簡単に行うことができます。 

 

8.10 コメント 
 

コメントは <%# と %> で囲って記述します。囲まれた部分は、実際には表示されません。 

 

テンプレートの記述例 

 

 

 

表示例 

 

 

<% INCLUDE META %> 

あいうえお<%# この部分は表示しません。%>かきくけこ 

あいうえおかきくけこ 

<% TMPL .html %> 

「この部分は<b><% VERSION %></b>ファイルです。」 

<% END %> 

「この部分は&lt;b&gt;&lt;% VERSION %&gt;&lt;/b&gt;ファイルです。」 
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8.11 テンプレートファイル 
 

テンプレートは、local/skel 以下にページごとに用意されています。 

 

8.11.1 ファイルの構成 

 

テンプレートのファイル構成 

ショップの場合 local/skel/(プログラム名)/(ページモード).(コンテンツタイプ) 

モールの場合 local/skel/(プログラム名)/0/(ページモード).(コンテンツタイプ) 

 

ショップの商品表示(search.cgi)のテンプレート組み合わせ例 

 

テンプレート 

プログラム名 ページモード コンテンツタイプ(拡張子) 

search  

index 商品の一覧表示 

html 

xhtml 

shtml 

ssi.html 

rdf 

detail 商品の詳細一覧表示 

item 商品の単品表示 

new 新着商品の表示 

ranking 商品のランキング表示 

features 目玉商品の一覧表示 

category カテゴリ別の商品一覧表示 

categories カテゴリの一覧表示 

form 商品の詳細検索フォーム 

 

コンテンツタイプは、以下の種類があります。 

 

コンテンツタイプ(拡張子) 使用画面 

html PC画面表示 

ssi.html PC画面用の部分表示(トップページの新着表示など) 

sub.html PC画面のサブウィンドウ表示 

xhtml 携帯画面表示 

shtml スマートフォン画面表示 

txt テキスト表示 

rdf RSS表示 

null コマンド実行表示 

 

ショップの新着商品の表示に使用されるテンプレートの例 

PC画面は local/skel/search/_new.html 

携帯画面は local/skel/search/_new.xhtml 

スマートフォン画面は local/skel/search/_new.shtml 

RSS表示は local/skel/search/_new.rdfが使用されます。 
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8.11.2 ファイルの検索パス 

 

テンプレートファイルは、画面ごとに以下のディレクトリにあるファイルから優先的に表示

されます。またショップ管理室・モール管理室の[ファイル管理]で編集したファイルは

local/tmpl/static以下に保存されます。 

 

テンプレートの検索パス 

ユーザ・ショップ画面 

/ 

local/tmpl/(プログラム名)/(ショップ番号) 

local/tmpl/(プログラム名)/ 

local/plugins/skel/(プログラム名)/(ショップ番号)/ 

local/plugins/skel/(プログラム名)/ 

local/skel/(プログラム名)/(ショップ番号)/ 

local/skel/(プログラム名)/ 

local/skel/(ショップ番号)/ 

local/skel/ 

local/skel/static/(ショップ番号)/ 

local/skel/static/ 

static/(ショップディレクトリ名)/ 

ユーザ・モール画面 

/ 

local/tmpl/(プログラム名)/0/ 

local/tmpl/(プログラム名)/ 

local/plugins/skel/(プログラム名)/0/ 

local/plugins/skel/(プログラム名)/ 

local/skel/(プログラム名)/0/ 

local/skel/(プログラム名)/ 

local/skel/0/ 

local/skel/ 

local/skel/static/0/ 

local/skel/static/ 

static/ 

管理者・ショップ画面 

/manage/ 

local/tmpl/manage/(プログラム名)/(ショップ番号)/ 

local/tmpl/manage/(プログラム名)/ 

local/plugins/skel/manage/(プログラム名)/(ショップ番号)/ 

local/plugins/skel/manage/(プログラム名)/ 

local/skel/manage/(プログラム名)/(ショップ番号)/ 

local/skel/manage/(プログラム名)/ 

local/skel/manage/(ショップ番号)/ 

local/skel/manage/ 

local/skel/(ショップ番号)/ 

local/skel/ 

管理者・モール画面 

/manage/ 

local/tmpl/manage/(プログラム名)/0/ 

local/tmpl/manage/(プログラム名)/ 

local/plugins/skel/manage/(プログラム名)/0/ 

local/plugins/skel/manage/(プログラム名)/ 

local/skel/manage/(プログラム名)/0/ 

local/skel/manage/(プログラム名)/ 

local/skel/manage/0/ 

local/skel/manage/ 

local/skel/0/ 

local/skel/ 
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8.11.3 ファイルの編集 

 

テンプレートファイルの編集は、_index.html などを直接編集せずに  _index.html を

index.html にコピーして (ファイルの冒頭にある ’_’を取り除いたファイルを作成して ) 

index.html を編集することをお勧めします。 

 

index.html を作成すると _index.html のファイルより優先して index.html が読み込まれま

す。これによって、独自に編集した index.html と標準テンプレートの _index.html を比較

しやすくなり、バージョンアップなどで _index.html を差し替えやすくなります。 

 

local/skel 以下にある冒頭に _ が付いているファイルは、すべてこのように編集することが

できます。 

 

またテンプレートに記述されている Dreamweaver 用のコメントタグ(<!—Instance ～  

など)は、不要なら削除することもできます。これらのタグはプログラムが画面を表示すると

きに取り除いて表示されます。 

 

テンプレートファイルの書式 

 

項目 書式 

文字コード 

拡張子  

html UTF8 

ssi.html UTF8 

sub.html UTF8 

xhtml SJIS 

shtml UTF8 

txt UTF8 

rdf UTF8 

null UTF8 

改行コード LF(Unix) 

HTMLタグ 小文字 

インデント タブ使用 

 

 

8.11.4 共通ファイル 

 

ファイル名が大文字のファイルは、各テンプレートで共通に利用できるファイルです。ヘッ

ダー、フッターなどが該当します。 

 

共通ファイルの例 

 

static/_HEADER.html 

static/_FOOTER.html 
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8.11.5 スタイルシート 

 

PC端末向けには以下のスタイルシートが用意されています。 

 

画面/URL モール/ショップ CSS ファイル 用途 

全画面 共通 

static/styles/default/subwin.css サブウィンドウ画面 

static/styles/default/form.css 入力フォーム 

static/styles/default/editor.css 入力フォーム行番号表示 

static/styles/default/dialog.css 
警告画面、管理室の 

ログイン・ログアウト画面 

ユーザ 

/ 

共通 static/styles/default/common.css ユーザ画面共通 

モール static/styles/default/mall.css モール用ユーザ画面 

ショップ static/styles/default/shop.css ショップ用ユーザ画面 

管理者 

/manage/ 

共通 static/styles/default/manage.css 管理画面共通 

モール static/styles/default/mall_manage.css モール用管理画面 

ショップ static/styles/default/shop_manage.css ショップ用管理画面 

管理者 

商品・記事 

プレビュー 

/manage/ 

共通 static/styles/default/preview.css 管理画面共通 

モール static/styles/default/mall_preview.css モール用管理画面 

ショップ static/styles/default/shop_preview.css ショップ用管理画面 

 

スマートフォン端末向けには以下のスタイルシートが用意されています。 

 

画面/URL モール/ショップ CSS ファイル 用途 

全画面 共通 

static/styles/default/jquery/jquery.mobil

e.cs 
レイアウト・ボタン表示 

static/styles/default/jquery/jquery.mobis

croll.css 
日付入力表示 

ユーザ 

/ 

共通 static/styles/default/mobile.css ユーザ画面共通 

モール static/styles/default/mall_mobile.css モール用ユーザ画面 

ショップ static/styles/default/shop_mobile.css ショップ用ユーザ画面 
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8.11.6 JavaScript ファイル 

 

PC端末向けには以下の JavaScriptファイルが用意されています。 

 

画面/URL モール/ショップ JavaScript ファイル 用途 

全画面 共通 

static/js/jquery.js jQuery 

static/js/imageview.js 画像の拡大表示 

ユーザ 

/ 
共通 static/js/common.js ユーザ画面 

管理者 

/manage/ 
共通 

static/js/manage.js 管理画面 

static/js/validator.js 入力チェック 

static/js/webmgr.js ファイル管理画面 

static/js/editor.js テキスト欄の行番号表示 

 

スマートフォン端末向けには以下の JavaScriptファイルが用意されています。 

 

画面/URL モール/ショップ JavaScript ファイル 用途 

全画面 共通 

static/js/jquery.mobile.js jQuery Mobile 

static/js/jquery.touchSlider.js 横スクロール表示 

static/js/jquery.mobiscroll.js 日付入力表示 

static/js/html5.js IE向け HTML5表示 

ユーザ 

/ 
共通 static/js/mobile.js 

ユーザ画面 

jQuery Mobile設定 
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8.11.7 ページのパラメータ 

 

各画面のテンプレートやパラメータは、以下の付属ドキュメントを参照して下さい。 

 

画面 URL 資料 

全画面共通 / local/docs/pages.txt 

ユーザ画面共通 / local/docs/pages-users.txt 

ユーザ画面 

/search/ 

/cart/ 

/order/ 

/static/ 

/contact/ 

/customer/ 

/articles/ 

/sitemap/ 

local/docs/pages-users-search.txt 

local/docs/pages-users-cart.txt 

local/docs/pages-users-order.txt 

local/docs/pages-users-static.txt 

local/docs/pages-users-contact.txt 

local/docs/pages-users-customer.txt 

local/docs/pages-users-articles.txt 

local/docs/pages-users-sitemap.txt 

管理者画面共通 /manage/ local/docs/pages-manage.txt 

管理者画面 

/manage/menu/ 

/manage/sltmgr/ 

/manage/pstmgr/ 

/manage/cmlmgr/ 

/manage/lawmgr/ 

/manage/psvmgr/ 

/manage/webmgr/ 

/manage/docmgr/ 

/manage/shpmgr/ 

/manage/gdsmgr/ 

/manage/gnrmgr/ 

/manage/grpmgr/ 

/manage/odrmgr/ 

/manage/ctmmgr/ 

/manage/dmlmgr/ 

/manage/cfgmgr/ 

/manage/sysmgr/ 

/manage/chrmgr/ 

local/docs/pages-manage-menu.txt 

local/docs/pages-manage-sltmgr.txt 

local/docs/pages-manage-pstmgr.txt 

local/docs/pages-manage-cmlmgr.txt 

local/docs/pages-manage-lawmgr.txt 

local/docs/pages-manage-psvmgr.txt 

local/docs/pages-manage-webmgr.txt 

local/docs/pages-manage-docmgr.txt 

local/docs/pages-manage-shpmgr.txt 

local/docs/pages-manage-gdsmgr.txt 

local/docs/pages-manage-gnrmgr.txt 

local/docs/pages-manage-grpmgr.txt 

local/docs/pages-manage-odrmgr.txt 

local/docs/pages-manage-ctmmgr.txt 

local/docs/pages-manage-dmlmgr.txt 

local/docs/pages-manage-cfgmgr.txt 

local/docs/pages-manage-sysmgr.txt 

local/docs/pages-manage-chrmgr.txt 
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8.12 テンプレートの利用例 
 

8.12.1 特定の商品を紹介するページを作成する 

 

1) モール管理室の[ファイル管理]で以下のファイルを作成して下さい。ファイル名は自由です。

(例: _event.htmlなど) 

 

ファイルの記述例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ id=(商品番号)を指定して下さい。上記の例は商品番号 1の掲載です。 

※ fmd=は商品の単品表示のテンプレート(item.ssi.html)を指定して下さい。 

※ <% .Search(fmd=item.ssi.html&id=11299) %>の部分に表示される商品のレイアウトは、

local/skel/search/_item.ssi.html を変更して下さい。 

 

2) モール管理室の[ファイル管理]でサイトの更新を行った後、作成したページにアクセスして

下さい。 

 

作成したファイル名 URL例 

event.html 静的ページ http://www.yourdomain.co.jp/eshoppy_mall/static/event.html 

_event.html 動的ページ http://www.yourdomain.co.jp/eshoppy_mall/static/event.html 

 

※ 上記は設置 URLが http://www.yourdomain.co.jp/eshoppy_mallの場合の URL例です。 

※ 静的ページとして表示する場合は、次回サイトの更新を実行するまで表示内容は変わりません。 

※ 動的ページとして表示する場合は、商品情報が更新されるとすぐ表示に反映されます。 

※ 動的ページとして表示する場合は、ファイル名の最初に _ を付けて下さい。 

※ 両方のファイルを作成した場合は、静的ページ(event.html)が表示に使用されます。 

 

<html> 

<head> 

<% INCLUDE META %> 

 

<link href="<% INC_STYLES %>/<% STYLE_NAME %>/mall.css" rel="stylesheet" 

type="text/css"> 

<script type="text/javascript" src="<% INC_JS %>/jquery.js"></script> 

<script type="text/javascript" src="<% INC_JS %>/common.js"></script> 

<title>特定商品の紹介ページ - <% site_name %></title> 

</head> 

<body> 

 

<h4>特定商品の詳細</h4> 

<% .Search(fmd=item.ssi.html&id=1) %> 
 

</body> 

</html> 
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第9章 プラグイン 
 

プラグイン機能は、標準で用意されている機能の一部に変更を加える場合や、独自の機能を追加

する場合に使用します。カスタマイズできる主な機能は、テンプレート、出力フィルター、入力

チェックです。 

 

9.1 プラグインのファイル構成 
 

プラグインは、local/plugins 以下に配置して使用して下さい。設定ファイル(00config.pl)などの

拡張子.plのファイルは、プログラム起動時に読み込まれます。 

 

9.2 テンプレート 
 

プラグインとしてテンプレートを用意する場合は、local/plugins/skel 以下に配置して下さい。記

述方法は、標準のテンプレートと同様の書式です。  

 

※ プラグインのテンプレートは、local/skel 以下のテンプレートより優先的に使用されます。 

 

9.3 出力フィルター 
 

テンプレートのフィルターを変更する場合は、local/plugins/ESP/SMS/Plugin/DataFilter.pm を

編集して下さい。関数 filter_xxxx を追加すると、テンプレートファイルで <% var.xxxx %> の

ようなフィルターを利用することができます。 

 

9.3.1 出力フィルターの仕組み 

 

出力フィルターは、テンプレートに記述した変数の表示内容を加工する処理を行います。 

 

 
 

9.3.2 出力フィルターの使い方 

 

標準で用意されている出力フィルターを利用するには、DataFilter.pm 内にフィルターが定義

さ れ た モ ジ ュ ー ル を 記 述 し て 下 さ い 。 例 え ば 、 DataFilter.pm 内 に use 

Cozy::DataFilter::Plugin::Misc を記述すると、テンプレートで数字にコンマを追加する 

comma フィルターや文字を隠す shadow フィルターが利用できるようになります。フィルタ

ーの一覧は、13.3節を参照して下さい。 

フィルター 
<% price.comma %> 

 

 

変数 
<% price %> 表示 

1234 

 

comma 1,234 
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使用するフィルターのプラグインは DataFilter.pm 内の以下の部分で記述されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.3 出力フィルター関数の追加 

 

フィルターを追加するには、local/plugins/ESP/SMS/Plugin/DataFilter.pm のファイルに以

下の書式で関数を追加して下さい。 

 

 

 

 

 

 

この関数の第 1 引数は「DataFilter オブジェクト」、第 2 引数は「変数の値」、第 3 引数は

「フィルターのパラメータ」になります。 

 

※ フィルターを作成するには、プログラム(Perl)の記述方法を把握して頂く必要があります。

詳しくは関連書籍をご参照下さい。 

 

出力フィルター関数(fooの追加)の記述例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テンプレートファイル内で次のように呼び出して利用することができます。 

 

出力フィルターの使用例 1 

 

 

 

出力フィルターの使用例 2 

 

 

 

 

sub filter_(出力フィルター名) { 

 

} 

sub filter_foo { 

 my ($self, $var, $args) = @_; 

 

 # $var の値は、「あいうえお」 

 # $args の値は、「123」 

 # ここで $var を加工する。 

 

 return $var; # 加工した $var を返す。 

} 

<% var.foo(123) %> 

use Cozy::DataFilter::Plugin::Expr; 

use Cozy::DataFilter::Plugin::HTML; 

use Cozy::DataFilter::Plugin::Email; 

use Cozy::DataFilter::Plugin::Misc; 

use Cozy::DataFilter::Plugin::Text; 

use Cozy::DataFilter::Plugin::Data::Config; 

use Cozy::DataFilter::Plugin::Data::DateTime; 

use Cozy::DataFilter::Plugin::Data::Extract; 

use Cozy::DataFilter::Plugin::Data::By; 

<% BLOCK .foo(123) %>あいうえお<% END %> 
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9.4 入力チェック 
 

CGI プログラムの入力チェックを変更する場合は、local/plugins/ESP/SMS/Plugin/Untaint.pm

を編集して下さい。関数 is_xxxx を追加すると、入力チェックの設定ファイル(local/skel 以下の 

_error.yml ファイルなど)で追加したチェック方法(xxxx)を記述することができます。 

 

9.4.1 入力チェックの仕組み 

 

入力チェックは、フォームから入力した値やパラメータの値を調べて、正しい値の場合には 

1、誤った値の場合には undef もしくは 0 を返す処理を行います。 

 

 
 

9.4.2 入力チェックの使い方 

 

標準で用意されている入力チェックを利用するには、入力チェックが定義されたモジュール

を Untaint.pm 内に記述して下さい。例えば、 use Cozy::Untaint::Plugin::Text を

Untaint.pm 内に記述すると、印刷可能文字かチェックする printable、一行文字かチェック

する oneline、HTML タグが含まれていないかチェックする nohtml などの入力チェックが利

用できるようになります。入力チェックの一覧は、13.4節を参照して下さい。 

 

使用する入力チェックのプラグインは Untaint.pm 内の以下の部分で記述されています。 

 

 

 

 

 

フォームで入力チェックを利用するには、local/skel 以下にある各画面の_error.yml ファイル

内の type: 指定で以下のように記述して下さい。 

 

会員登録フォーム(local/skel/customer/_error.yml)の記述例 

 

 

 

 

 

 

※ 入力チェックを複数指定する場合は、.(ドット)でつなげて記述して下さい。 

 

上記の記述によって、会員登録フォーム(local/skel/customer/0/_index.html)の以下の部分 

 

 

 

に入力される値は、oneline(改行なしの 1 行文字)でなおかつ nohtml(HTML を含まない文字)

でないとエラーになります。 

 

入力チェック 

 

 

値 

 

結果 

山田太郎 printable 1 

次の画面表示 

エラー画面表示 

真(1) 

偽 

adr_name1: 

  desc: お名前(姓/漢字) 

  type: oneline.nohtml 

  maxlength: 20 

お名前(姓): <input name="adr_name1" type="text" value=""> 

use Cozy::Untaint::Plugin::Config; 

use Cozy::Untaint::Plugin::Text; 

use Cozy::Untaint::Plugin::DateTime; 
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9.4.3 入力チェック関数の追加 

 

入力チェックを追加するには、local/plugins/ESP/SMS/Plugin/Untaint.pm のファイルに以

下の書式で関数を追加して下さい。 

 

 

 

 

 

 

この関数の第 1引数は「Untaint オブジェクト」、第 2引数は「入力の値」になります。 

 

※ 入力チェック関数を作成するには、プログラム(Perl)の記述方法を把握して頂く必要があり

ます。詳しくは関連書籍をご参照下さい。 

 

入力チェック関数(fooの追加)の記述例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

追加した入力チェック関数は、_error.yml ファイル内の type: 指定で使用することができま

す。 

 

会員登録フォーム(local/skel/customer/_error.yml)の記述例 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.4 _error.yml の設定 

 

登録フォームの入力チェックは、_error.yml ファイル内で設定して下さい。_error.yml は、

プログラムごとに local/skel/(プログラム名)/_error.yml に用意されています。書式は13.5節を

参照して下さい。 

 

_error.yml を変更される場合は、_error.yml を error.yml にコピーして(ファイルの冒頭にあ

る’_’を取り除いたファイルを作成して) error.yml を編集することをお勧めします。 

 

9.4.5 _form.yml の設定 

 

詳細検索フォームの入力チェックは、_form.ymlファイル内で設定して下さい。_form.ymlは、

プログラムごとに local/skel/(プログラム名 )/_form.yml に用意されています。書式は

_error.ymlと同様です。 

 

sub is_(入力チェック名) { 

 

} 

sub is_foo { 

 my ($cgi, $var) = @_; 

 

 # ここで $var の値を検証して 

 # 正しい場合に return 1; 

 # 誤りの場合に return; 

 # を返すように記述します。 

} 

adr_name1: 

  desc: お名前(姓/漢字) 

  type: foo 

  maxlength: 20 
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_form.yml を変更される場合は、_form.yml を form.yml にコピーして(ファイルの冒頭にあ

る’_’を取り除いたファイルを作成して) form.yml を編集することをお勧めします。 
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9.5 入力チェックの変更例 
 

9.5.1 管理室の商品登録で HTML タグを使用する 

 

ショップ管理室、モール管理室の商品登録フォームにある「商品説明 1,2,3」は、通常 HTML

タグを使用することができません。HTML の記入を許可する場合は、type: nohtml を type: 

mk_shop_filetextに変更して下さい。 

 

商品登録フォームの入力チェック(local/skel/manage/gdsmgr/_error.yml)の記述例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ typeで指定できる値は、13.4節を参照して下さい。 

※ 入力チェック関数の is_mk_shop_filetext は local/plugins/ESP/SMS/Plugin/Untaint.pm 内に

記述されています。 

 

9.5.2 商品登録時に商品説明 1～3 の入力文字数を変更する 

 

ショップ管理室、モール管理室の商品登録フォームにある「商品説明 1,2,3」の入力文字数を

変更するには、maxlength: の値を変更して下さい。 

 

商品登録フォームの入力チェック(local/skel/manage/gdsmgr/_error.yml)の記述例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 文字数は全角も半角も 1文字としてカウントされます。 

  gds_note1: 

    desc: 商品説明 1(30文字) 

    type: mk_shop_filetext 

    maxlength: 60 

  gds_note2: 

    desc: 商品説明 2(60文字) 

    type: mk_shop_filetext 

    maxlength: 120 

  gds_note3: 

    desc: 商品説明 3(200文字) 

    type: mk_shop_filetext 

    maxlength: 400 

 

  gds_note1: 

    desc: 商品説明 1(30文字) 

    type: mk_shop_filetext 

    maxlength: 30 

  gds_note2: 

    desc: 商品説明 2(60文字) 

    type: mk_shop_filetext 

    maxlength: 60 

  gds_note3: 

    desc: 商品説明 3(200文字) 

    type: mk_shop_filetext 

    maxlength: 200 
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9.5.3 ショップ管理室で使用できる HTML タグを変更する 

 

ショップ管理室の[ファイル管理]でファイルを作成・編集する時に使用できるタグを変更する

には、local/lib/ESP/SMS/Plugin.pm で設定して下さい。例えば dl,dt,dd を追加する場合は

以下のように変更します。 

 

local/lib/ESP/SMS/Plugin.pmの記述例(dl,dt,ddを追加する場合) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 上記の指定を追加するとショップ管理室の[ファイル管理]の HTML ファイルの編集で<dl 

class=”foo” id=”var”>などのように class と id の属性を付けたタグを記述できるようになりま

す。 

※ タグの属性を許可する場合は、タグごとに 
[qr<class=”[a-z0-9_¥-¥ ]+”>, qr<id=”[a-z0-9_¥-]+”>] 

のような正規表現を指定して下さい。 

※ [a-z0-9_¥-¥ ]+は、半角英数字(0～9a～zA～Z)、アンダーバー(_)、ハイフン(-)、半角スペ

ースで構成される文字を許可する正規表現です。 

※ 記述した正規表現に一致するタグの属性のみ許可されます。 

 

tags => '(省略...),ul,ol,li,dl,dt,dd,table,(省略...)',  

li => [qr<class="[a-z0-9_¥-¥ ]+">, qr<id="[a-z0-9_¥-]+">, 

qr<value="[0-9]+">], 

dl => [qr<class="[a-z0-9_¥-¥ ]+">, qr<id="[a-z0-9_¥-]+">], 

dt => [qr<class="[a-z0-9_¥-¥ ]+">, qr<id="[a-z0-9_¥-]+">], 

dd => [qr<class="¥[a-z0-9_¥-¥ ]+">, qr<id="[a-z0-9_¥-]+">], 

table => [qr<class="[a-z0-9_¥-¥ ]+">, qr<id="[a-z0-9_¥-]+">, 
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第10章 快適なサイトの構築 
 

10.1 動的ページと静的ページ 
 

動的ページは CGI によって表示されるページです。動的ページは CGI を介すので表示速度がや

や遅くなりますが、ファイルを更新する必要がなく登録された情報を素早く反映させることがで

きます。動的ページは、商品一覧、マイページ、注文処理、管理室などで使用されています。 

 

モールとショップのトップページは動的ページですが、部分的に静的ページ(ランキング表示やジ

ャンル、カテゴリ一覧のパーツ)を読み込んで表示されるようになっています。トップページに情

報を反映するには、管理室の[ファイル管理]で「サイトの更新(全ファイル)」を実行して下さい。 

 

静的ページは一般的なテキストファイル(static 以下の”_”で始まらないファイル)を表示するペー

ジです。 

 

ユーザ画面 URL http://www.yourdomain.co.jp/eshoppy_mall 

モール 

トップページ(PC) 

動的 

/static/index.html 

/static/0/index.html 

トップページ(携帯) 
/static/index.xhtml 

/static/0/index.xhtml 

トップページ(スマートフォン) 
/static/index.shtml 

/static/0/index.shtml 

商品表示・カテゴリ表示・ショ

ップ検索 
/search/0/ 

買い物かご /cart/0/ 

注文処理 /order/0/ 

問い合わせ・規約表示 /contact/0/ 

会員マイページ /customer/0/ 

お知らせ記事 /articles/0/ 

サイトマップ表示用 /sitemap/0/ 

その他の一般ページ(PC) 静的 /static/xxxx.html 

ショップ 

トップページ(PC) 

動的 

/static/(ショップ番号)/index.html 

/static/(ショップディレクトリ名)/index.html 

トップページ(携帯) 
/static/(ショップ番号)/index.xhtml 

/static/(ショップディレクトリ名)/index.xhtml 

トップページ(スマートフォン) 
/static/(ショップ番号)/index.shtml 

/static/(ショップディレクトリ名)/index.shtml 

商品表示・カテゴリ表示 /search/(ショップ番号)/ 

問い合わせ・規約表示 /contact/(ショップ番号)/ 

お知らせ記事 /articles/(ショップ番号)/ 

その他の一般ページ(PC) 静的 /static/(ショップディレクトリ名)/xxxx.html 
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管理者画面 URL http://www.yourdomain.co.jp/eshoppy_mall/manage 

モール 全ページ 

動的 

/(プログラム名)/0/ 

ショップ 全ページ /(プログラム名)/(ショップ番号)/ 

 

※ 携帯画面・スマートフォン画面・管理者画面はすべて動的ページになります。 
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10.2 モールのトップページ 
 

10.2.1 モールのトップページを変更する 

 

モールのトップページを 

http://www.yourdomain.co.jp/static/index.html 

から http://www.yourdomain.co.jp/index.html に変更するには、eshoppy_mall/.htaccess を

以下のように変更して転送によって表示して下さい。 

 

.htaccessの記述例 

 

 

 

 

 

※ RewriteRule ^$ /static/index.html [R]が記述されている場合は、行頭に#を付けてコメントア

ウトして下さい。 

 

上記 2つの条件の追加によって 

http://www.yourdomain.co.jp/ と http://www.yourdomain.co.jp/index.html でアクセスした

場合に /static/index.html の内容が表示されるようになります。 

 

10.3 mod_perl の利用 
 

専用サーバをご利用の場合は、mod_perl を利用して動的ページの表示速度を上げることができ

ます。設定方法は、local/docs/00apache.txt を参照して下さい。 

# RewriteRule ^$ /static/index.html [R] 

RewriteRule ^$ /static/index.html [L,QSA] 

RewriteRule ^index.html$ /static/index.html [L,QSA] 
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第11章 その他の情報源 
 

11.1 ドキュメント 
 

さらに詳しい資料は local/docs 以下を参照して下さい。よくある質問とその答え(FAQ)は、

local/docs/00faq.txtにまとめられています。 

 

項目 資料 

ファイルの概要 local/docs/00files.txt 

よくある質問とその答え(FAQ) local/docs/00faq.txt 

テンプレートの記述方法 local/docs/00template.txt 

プラグインについて local/docs/00plugins.txt 

cronの設定方法 local/docs/00crontab.txt 

バックアップの設定方法 local/docs/00backups.txt 

データベースの構成 local/docs/00schema.txt 

Google Analytics の設定方法(参考資料) local/docs/00google.txt 

Apacheの設定方法(参考資料) local/docs/00apache.txt 

サーバ証明書の設定方法(参考資料) local/docs/00csr.txt 

PostgreSQLの設定方法(参考資料) local/docs/00postgresql.txt 

 

※ 参考資料は、本ソフトウェアを利用するために必要な設定手順を記載した補足ドキュメントで

す。設定を行うには、ご利用のサーバに関する知識が必要になります。 

 

11.2 メールマガジン 
 

不具合や改善などが行われた際には、ホームページ及びメールマガジンでお知らせいたします。 

 

メールマガジンの講読は以下から行って下さい。 

http://www.e-shoppy.com/support/index.html 
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第12章 サポート 
 

サポートは本ソフトウェアの保守をご購入されたお客様を対象に行っております。設置や設定に

ご不明な点がある場合は、https://www.e-shoppy.com/crm/ でユーザ登録を行ってお問い合わせ

下さい。 

 

12.1 サポートの概要 
 

対象 本ソフトウェアの使用者でかつお問い合わせ対応をご購入されたお客様 

期間 本ソフトウェアのお問い合わせ対応契約期間中 

利用料 お問い合わせ対応の購入費用 

営業時間 
月曜から金曜(土日、祝日、年末年始、弊社指定休業日を除く) 

午前 10時から 17時 

質問方法 
指定のフォームから問い合わせ 

https://www.e-shoppy.com/crm/ 

回答方法 メールのみ 

 

※ ご回答は営業時間内の対応になります。 

※ ご回答は 3営業日以内を目処に行っておりますが、お約束するものではありません。 

※ ご質問の内容やお問い合わせの状況により、ご回答までに時間を要する場合があります。 

※ サポート内容は予告なく変更される場合があります。 

 

12.2 サポート範囲 
 

サポートは配布マニュアル及び付属のドキュメントにもとづく回答になります。 

 

インストール方法 本ソフトウェアのインストール方法、設定ファイルの記述方法 

機能・操作方法について 本ソフトウェアの機能、操作方法、設定方法 

エラーについて 発生したエラーの内容や動作不良 

テンプレートタグについて テンプレートタグの記述方法 

その他 サポート内容の確認など 

 

12.3 サポート対象外 
 

以下のサポートは対象外になります。 

 

サーバにログインしての操作 

ご利用のサーバにログインして行う操作(インストールの代行、設定ファイ

ルの変更など)はサポート対象外です。 

※有償によるインストールの代行は可能です。 

旧バージョンのサポート 
エラーや不具合がバージョンアップによって解決する場合は、旧バージョ

ンのサポートは対象外です。 
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プログラムの改変方法 プログラムの改変方法についてのご質問はサポート対象外です。 

プラグインの作成方法 プラグインの作成方法、使い方についてのご質問はサポート対象外です。 

関連ファイルの記述方法 
一般的な HTML ファイル、CSS ファイル、JavaScript、Perl についての

記述方法はサポート対象外です。 

関連ソフトの設定・使用方法 

本ソフトウェア以外(Apache、PostgreSQL、MySQL、Perl、Perl モジュ

ール、 FTP ソフト、ターミナルソフト、圧縮解凍ソフト、

Dreamweaver、Web ブラウザなど)のインストール方法、設定方法、操作

方法はサポート対象外です。 

 

12.4 バージョンアップ版の提供 
 

サポート期間中にソフトウェアに関する重大な内容の誤り(不具合)があった場合には、以下の条

件でバージョンアップ版を提供いたします。 

 

1) バージョンアップ版は、バージョンアップライセンスを購入されたお客様に提供いたします。 

2) バージョンアップ版は、不具合や改善等の修正を目的とした修正版です。 

3) バージョンアップ版は、本ソフトウェア同様にダウンロードページから入手可能です。 

4) ホスティングサービス(クラウドサービス、ASPレンタルサーバー)をご利用の場合は 

お問い合わせ対応及びバージョンアップライセンスを購入されたお客様に提供いたします。 

 

12.5 お問い合わせの前に 
 

ご質問の際は以下の点にご注意頂きますと、解決・対応がスムーズになります。 

 

1) ご質問の前に FAQ(local/docs/00faq.txt)に似たような質問がないかご確認下さい。 

2) ご利用のソフトウェア名、バージョン番号(VERSION ファイルに記載の番号)を必ず明記し

て、症状もしくは不明な点をなるべく具体的にお知らせ下さい。 

3) 画面操作についてのご質問は、「どの画面で」「何をしているとき」「どうなったか」「何をし

たいか」をお知らせ下さい。またご使用の環境(Windows か Mac か、ブラウザ名、ブラウザ

のバージョン)も明記して下さい。 

4) エラーメッセージが表示される場合は、正確にお知らせ下さい。 

5) ご質問はなるべく 1要件につき 1投稿して下さい。 

 

ご協力の程よろしくお願いいたします。 
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第13章 付録 
 

13.1 00config.pl の設定項目一覧 
 

設定項目 1 

項目名 説明 

URL_BASE 
設置 URL 

static.cgiがあるディレクトリまでのパスを指定して下さい。 

DIR_BASE 
設置ディレクトリ 

static.cgiがあるディレクトリまでのパスを絶対パスで指定して下さい。 

DIR_LOCAL 
ローカルディレクトリ 

manage.plがあるディレクトリまでのパスを絶対パスで指定して下さい。 

SENDMAIL Sendmailコマンドのパス 

EMAIL モール管理者メールアドレス 

site_name サイトの名前 

DB_TYPE 

データベースのタイプ 

PostgreSQLを利用する場合は Pg を指定して下さい。 

MySQLを利用する場合は mysql を指定して下さい。 

DB_NAME データベース名 

DB_HOST データベースのホスト名 

DB_PORT データベースのポート番号 

DB_USER データベースのユーザ名 

DB_PASS データベースのパスワード 

DB_ENGINE 

MySQLのデータ保存形式 

トランザクションを使用する場合は InnoDB を設定して下さい。 

トランザクションを使用しない場合は空欄もしくは MyISAM を設定して下さい。 

PostgreSQL を利用する場合はこの設定は無効(トランザクションは常に使用する)に

なります。 

ODR_MEMBER_ONLY 

会員限定の注文(注文画面で会員 ID/PASSの入力をチェックする) 

1=会員限定,0=チェックしない 

有効に設定した場合は注文時に会員パスワードの入力が必須になります。 

ODR_STOCK 

商品の在庫切れ通知の基準値(個数) 

在庫切れ通知メールを送信する基準の在庫数(1以上)を設定して下さい。 

注文した商品の在庫数が指定した個数未満になった場合にメールで管理者に通知し

ます。 

在庫数固定の商品は対象外です。 

REV_MEMBER_ONLY 

会員限定のレビュー 

1=会員限定,0=チェックしない 

有効に設定した場合はレビュー投稿画面で会員パスワードの入力が必須になりま

す。 

html->CART_LIMIT 

買い物かごに保持する最大商品数(PC画面) 

標準値は 30 件です。PC 画面の買い物かごは「今すぐ買う商品」と「あとで買う商

品」の商品を合計して最大 30件入れることができます。 

xhtml-> CART_LIMIT 

買い物かごに保持する最大商品数(携帯画面) 

標準値は 10 件です。携帯画面の買い物かごは「今すぐ買う商品」の商品を最大 10

件入れることができます。 

shtml-> CART_LIMIT 

買い物かごに保持する最大商品数(スマートフォン画面) 

標準値は 30件です。スマートフォン画面の買い物かごは「今すぐ買う商品」と「あ

とで買う商品」の商品を合計して最大 30件入れることができます。 

CTE_LEVEL 

カテゴリの階層数 0以上 3以下(親の数) 

標準は 2個です。 

カテゴリの階層数を増やすと商品表示が遅くなりますので最小限で設定して下さ

い。 

CTE_MALL 
ショップ管理者が商品登録時に設定できるカテゴリの種類 

0=ショップ管理者が作成したカテゴリ(候補 1～3)のみ 
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1=ショップ管理者が作成したカテゴリ(候補 1～3)とモール管理者が作成したカテゴ

リ(候補 4～6) 

IMG_UPLOAD_MAX 商品 1点につきアップロードできる最大画像数(個) 

WEB_FILE_SIZE_MAX 管理室の[ファイル管理]で作成できる 1ファイルのサイズ(バイト数) 

CKE_NAME クッキーの名前(ユーザ画面) 

CKE_NAME_MANAGE クッキーの名前(管理画面) 

CKE_EXPIRES クッキーの有効期限(秒) 

CKE_PATH 

クッキーのパス(ユーザ画面) 

同一サイトに複数設置する場合はそれぞれことなるパスを設定する必要がありま

す。 

設置 URL が ‘http://www.yourdomain.com/eshoppy_mall’ の場合のクッキーのパ

スはドメイン部分を除いた /eshoppy_mall/ を設定して下さい。 

CKE_PATH_MANAGE クッキーのパス(管理画面)  

SID_EXPIRES 

セッションの有効期限(秒) 

セキュリティを高めるためには、短時間(12時間程度)の設定が推奨されます。 

セッションファイルは local/sid 以下に保存されます。 

古いファイルの自動削除は local/cron_d.plを cronで実行する必要があります。 

0に設定した場合は削除しません。 

有効期限の標準値は 12時間です。 

TMP_EXPIRES 

一時ファイルの有効期限(秒) 

セキュリティを高めるためには、短時間(12時間程度)の設定が推奨されます。 

一時ファイルはファイルアップロード時に local/tmp 以下に保存されます。 

古いファイルの自動削除は local/cron_d.plを cronで実行する必要があります。 

0に設定した場合は削除しません。 

有効期限の標準値は 12時間です。 

PREVIEW_EXPIRES 

プレビューファイルの有効期限(秒) 

セキュリティを高めるためには、短時間(12時間程度)の設定が推奨されます。 

プレビューファイルは画像登録時に local/image の直下に保存されます。 

古いファイルの自動削除は local/cron_d.plを cronで実行する必要があります。 

0に設定した場合は削除しません。 

有効期限の標準値は 12時間です。 

CAT_EXPIRES 

買い物かご内の商品の有効期限(秒) 

買い物かごに入れた商品は有効期限を過ぎると削除されます。 

但し会員ログインして買い物かごに入れた商品は削除するまで保持されます。 

買い物かご内の商品データはデータベースの CAT テーブル内に保存されます。 

有効期限切れのデータを削除するには local/cron_d.pl を cron で定期的に実行する

必要があります。 

0に設定した場合は削除しません。 

有効期限の標準値は 12時間です。 

TRK_EXPIRES 

商品閲覧ログの有効期限(秒) 

閲覧した商品のアクセス情報は有効期限を過ぎると削除されます。 

閲覧商品のデータはデータベースの TRK テーブル内に保存されます。 

有効期限切れのデータを削除するには local/cron_d.pl を cron で定期的に実行する

必要があります。 

0に設定した場合は削除しません。 

有効期限の標準値は 40日です。 

DML_EXPIRES 

メルマガの有効期限(秒) 

配信済のメルマガは有効期限を過ぎると削除されます。 

メルマガのデータはデータベースの DML テーブル内に保存されます。 

有効期限切れのデータを削除するには local/cron_d.pl を cron で定期的に実行する

必要があります。 

0の場合は削除しません。 

有効期限の標準値は無期限です。 

VIA_EXPIRES 

短縮情報の有効期限(秒) 

短縮 URLの IDは有効期限を過ぎると削除されます。 

短縮情報(ID)はデータベースの VIA テーブル内に保存されます。 

有効期限切れのデータを削除するには local/cron_d.pl を cron で定期的に実行する

必要があります。 

0の場合は削除しません。 

有効期限の標準値は約 7日です。 
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LOG_EXPIRES 

システムログの有効期限(秒) 

モール管理室の[システム情報]に表示されるログと商品の検索ワードの有効期限で

す。 

システムログのデータはデータベースの LOG テーブル内に保存されます。 

有効期限切れのデータを削除するには local/cron_d.pl を cron で定期的に実行する

必要があります。 

0に設定した場合は削除しません。 

有効期限の標準値は 30日です。 

LOGIN_EXPIRES 

会員マイページのログイン有効期限(秒) 

最終アクセスからの有効期限を指定して下さい。 

セッションの有効期限以下の秒数を指定する必要があります。 

セキュリティを高めるためには、短時間(1時間程度)の設定が推奨されます。 

有効期限を過ぎると自動的にログアウトします。 

有効期限の標準値は 1時間です。 

LOGIN_MANAGE_EXPIR

ES 

管理室のログイン有効期限(秒) 

最終アクセスからの有効期限を指定して下さい。 

セッションの有効期限以下の秒数を指定する必要があります。 

セキュリティを高めるためには、短時間(1時間程度)の設定が推奨されます。 

有効期限を過ぎると自動的にログアウトします。 

有効期限の標準値は 1時間です 

LIST_REF 
関連注文商品の表示設定 

 (空欄)=表示しない,shop=ショップ内の商品表示,mall=モール内の商品表示 

LIST_REF_LIMIT 関連注文商品の最大表示件数(件) 

LIST_REF_EXPDAY 
関連注文商品の注文日有効期限(日) 

現在から何日前までの注文商品を対象に検索するか指定して下さい。 

MEMBER_POINT 

会員登録時の初期ポイントの設定 

初期ポイントは会員登録が完了した時点で加算されます。0 以上のポイント数を設

定して下さい。 

POINT_PAYTIME 

所有ポイントの加算期限の設定(秒) 

管理室で支払済に設定した注文分の発行ポイントが所有ポイントに加算されるまで

の最短時間(秒)を設定して下さい。 

返品等を考慮して十分な期間を設定して下さい。 

発行ポイントを所有ポイントとして加算するには local/cron_d.pl を cron で定期的

に実行する必要があります。 

0に設定した場合は加算されません。 

例: 10日後に加算する場合=86400*10日=864000秒 

MEMBER_RANKING_DA

YS 

会員区分の判定期間(日) 

何日前までの注文分を対象に会員区分を判定するか指定して下さい。 

0に設定した場合は 2000年 1月 1日からの注文分が対象になります。 

会員区分は管理室で支払済かつ所有ポイントに加算された注文分の商品合計金額の

累計をもとに判定されます。 

VERIFY_MEMBER_AGEN

T 

会員登録時のブラウザ認証 

本登録時に仮登録と本登録に使用したブラウザが同じかどうか確認して違う場合は

本登録を拒否します。ブラウザ認証を行わない場合は 0 に設定して下さい。 

GOOGLE_TRACKER 

Googleアクセス解析の設定 

Google Analyticsを利用する場合に取得したアカウント番号を設定して下さい。 

アカウント番号を設定するとユーザ画面でトラッキングコードが記載されます。 

例:UA-7654321-1 

TRK_HTTP_USER_AGEN

T 

商品閲覧ログのアクセス元 

アクセスログの記録を許可するアクセス元ユーザエージェント名を指定して下さ

い。 

REDIRECT_HTTP_REFE

RER 

リダイレクト時のリンク元 

/static/0/index.html?url=(URL)でリダイレクトする場合のリンク元(リンクの記述ペ

ージ)の URL を指定して下さい。指定しない場合は、リンク元のチェックは行われ

ません。 

ROBOT_HTTP_USER_AG

ENT 

検索端末のアクセス元 

検索エンジンのクローラーとして判定するためのユーザエージェント名を指定して

下さい。 

SPHONE_HTTP_USER_A

GENT 

スマートフォン端末のアクセス元 

スマートフォン端末として判定するためのユーザエージェント名を指定して下さ

い。 

MOBILE_HTTP_USER_A

GENT 

携帯端末のアクセス元 

携帯端末として判定するためのユーザエージェント名を指定して下さい。 

FEE_MAX 
決済手数料条件の数 

決済金額と決済手数料の組数の最大値(5以上)を設定して下さい。 
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GDS_TAXRATE 
消費税率 

消費税は小数点以下切り捨ての計算になります。 

LOG_LEVEL 

ログレベル 

(debug|info|notice|warning|error|critical|alert|emergency) 

debugに近い値を指定するほど多くのログを記録します。 

現在使用されているレベルは「info」「notice」「error」「alert」のみです。 

UMASK 

umask 

000 の場合はファイル(666)、ディレクトリ(777)で作成されます。 

022 の場合はファイル(644)、ディレクトリ(755)で作成されます。 

077 の場合はファイル(600)、ディレクトリ(700)で作成されます。 

SuExec環境の場合は 022 を設定して下さい。 

CGIURL_BASE 
CGI基本設置 URL 

CGI のみ別ディレクトリに移転する場合に設定して下さい。 

CGI->SUFFIX リンク時に使用する CGIの拡張子 

SSL_PORT SSLを使用する場合のポート番号 

KEYWORD_MIN_LEN 

キーワード高速検索用のワードの最小文字数 

データベースの設定に合わせて変更して下さい。 

PostgreSQLの場合は 0を設定します。 

MySQL の場合は通常 my.cnf に ft_min_word_len=4 が設定されているため 4 を設

定します。 

TZ タイムゾーン 

DEMO 

デモ版(0=無効/1=有効) 

有効にした場合は以下の機能が制限されます。 

モール管理室 

[ホーム]-[運用方法],[モール情報],[決済サービス],[特定商取引法],[通知メール],[端末

画面],[支払方法],[配送方法],[決済方法],[都道府県],[地域別送料]の変更ができませ

ん。 

[ショップ管理]でショップの作成・編集・削除ができません。 

[ファイル管理]でファイルの作成・編集・削除ができません。 

ショップ管理室 

[ホーム]-[ショップ情報],[決済サービス],[特定商取引法],[通知メール],[決済方法],[地

域別送料]の変更ができません。 

[ファイル管理]でファイルの作成・編集・削除ができません。 

DEBUG デバック(0=無効/1=有効) 

有効に設定するとエラー画面にデバック用の情報が表示されます。 

運用中にこの設定を有効にするとプログラム情報が公開されてしまいますので、有

効に設定しないことをお勧めします。代りにモール管理室の[システム情報]-[ログ一

覧]-[詳細]からデバック情報を確認して下さい。 

 
設定項目 2 

項目名 説明 

DIR_BACKUPS バックアップの保存先ディレクトリ 

BACKUPS_EXPIRES バックアップの有効期限(秒) 

DB_PARAM データベースの接続パラメータ 

COPYRIGHT コピーライト文 
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13.2 主なテンプレート変数一覧 
 

全般情報 

項目名 説明 

NAME プログラム名(E-Shoppy Mall) 

VERSION プログラムのバージョン番号 

DEMO デモ版(0=無効/1=有効) 

DEBUG デバック(0=無効/1=有効) 

URL_BASE モールトップ URL 

URL_STATIC (モールトップ URL)/static 

URL_IMAGE (モールトップ URL)/static/image  

INC_STATIC /static 

INC_IMAGE /static/image 

INC_STYLES /static/styles 

INC_JS /static/js 

CGIURL_BASE CGIのモールトップ URL(通常はURL_BASEと同じ値) 

CGIURL_MANAGE (CGIのモールトップ URL)/manage 

COPYRIGHT コピーライト文(00config.plで設定した値) 

GOOGLE_TRACKER Googleアクセス解析のトラッキングコード(00config.plで設定した場合のみ) 

site_name サイト名(00config.plで設定した値) 

cgi_search (CGIのモールトップ URL)/search 

cgi_cart (CGIのモールトップ URL)/cart 

cgi_order (CGIのモールトップ URL)/order 

cgi_static (CGIのモールトップ URL)/static 

cgi_contact (CGIのモールトップ URL)/contact 

cgi_customer (CGIのモールトップ URL)/customer 

cgi_articles (CGIのモールトップ URL)/articles 

cgi_sitemap (CGIのモールトップ URL)/sitemap 

cgi_menu (CGIのモールトップ URL)/manage/menu 

cgi_sltmgr (CGIのモールトップ URL)/manage/sltmgr 

cgi_pstmgr (CGIのモールトップ URL)/manage/pstmgr 

cgi_cmlmgr (CGIのモールトップ URL)/manage/cmlmgr 

cgi_lawmgr (CGIのモールトップ URL)/manage/lawmgr 

cgi_psvmgr (CGIのモールトップ URL)/manage/psvmgr 

cgi_webmgr (CGIのモールトップ URL)/manage/webmgr 

cgi_docmgr (CGIのモールトップ URL)/manage/docmgr 

cgi_shpmgr (CGIのモールトップ URL)/manage/shpmgr 

cgi_gdsmgr (CGIのモールトップ URL)/manage/gdsmgr 

cgi_grpmgr (CGIのモールトップ URL)/manage/grpmgr 

cgi_odrmgr (CGIのモールトップ URL)/manage/odrmgr 

cgi_ctmmgr (CGIのモールトップ URL)/manage/ctmmgr 

cgi_dmlmgr (CGIのモールトップ URL)/manage/dmlmgr 

cgi_chrmgr (CGIのモールトップ URL)/manage/chrmgr 

cgi_sysmgr (CGIのモールトップ URL)/manage/sysmgr 

cgi_cfgmgr (CGIのモールトップ URL)/manage/cfgmgr 

REMOTE_HOST 環境変数(アクセス元のホスト名) 

REMOTE_ADDR 環境変数(アクセス元の IPアドレス) 

HTTP_REFERER 環境変数(リンク元の URL) 

HTTP_USER_AGENT 環境変数(ブラウザ名・バージョン・プラットフォーム名) 
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ショップ情報 

項目名 説明 

shp_id ショップ番号 

shp_name ショップ名 

shp_dealer 販売業者名(漢字)  

shp_kana ショップ名(カナ) 

shp_admin 管理者名(漢字) 

shp_email 管理者メールアドレス 

shp_zip 住所(郵便番号 7桁) 

shp_are_id 住所(都道府県番号) 

shp_are_name 住所(都道府県名) 

shp_city 住所(市区郡) 

shp_town 住所(町村・番地) 

shp_etc 住所(建物・部屋番号・その他) 

shp_tel 電話番号 

shp_fax FAX番号 

shp_dir ショップディレクトリ 

shp_url ショップ URL 

shp_holiday 定休日 

shp_note1 説明文 1 

shp_note2 説明文 2 

shp_note3 説明文 3 

shp_img1s ショップ画像 1拡張子(jpg/gif) 

shp_img2s ショップ画像 2拡張子(jpg/gif) 

shp_img3s ショップ画像 3拡張子(jpg/gif) 

shp_img4s ショップ画像 4拡張子(jpg/gif) 

shp_img5s ショップ画像 5拡張子(jpg/gif) 

shp_appoint 商品の納期説明(標準値) 

shp_notice 商品の返品説明(標準値) 

shp_order 注文受付(0=不可|1=許可) 

shp_style ユーザ画面スタイル名(標準値:default) 

shp_style2 管理画面スタイル名(標準値:default) 

shp_robots メタタグ(robots) 

shp_keywords メタタグ(keywords) 

shp_description メタタグ(description) 

shp_author メタタグ(author) 

shp_copyright メタタグ(copyright) 

shp_key1 A8.net用プログラム ID 

shp_key2 ショップ自由欄 2 

shp_key3 ショップ自由欄 3 

shp_key4 ショップ自由欄 4 

shp_key5 ショップ自由欄 5 

shp_key6 未使用 

shp_key7 未使用 
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ショップ利用料情報 

項目名 説明 

chr_id 請求番号 

chr_shp_id 請求対象ショップ番号 

chr_uid 支払伝票番号(モール記入/請求書の番号など) 

chr_sid モール独自番号 

chr_year 請求対象(年) 

chr_month 請求対象(月) 

chr_status 支払状態(0=未支払|1=支払済み) 

chr_bil_bprice 商品売上金額(月額、税込み) 

chr_bil_pprice 使用ポイント(ポイントによる注文時の値引き適用額) 

chr_shp_charge1 利用料係数 

chr_shp_charge2 基本料 

chr_shp_charge3 割引額 

chr_bprice 利用料(月額、税込み) 

chr_fprice 調整金額(割引はマイナス) 

chr_price 利用料支払額(税込み)=月額利用料+調整 

chr_payment 入金確認日(モール記入) 

chr_note 支払通信欄(モール記入) 

chr_open 請求表示(0=しない|1=する) ショップ向け表示 

chr_update 更新日時 

chr_create 登録日時 

※上記の他にショップ情報を利用することができます。 

 
特定商取引法にもとづく表記情報 

項目名 説明 

law_id 規約登録番号 

law_oid 項目番号 

law_title 項目名 

law_message 説明文 

 
決済サービス提供情報 

項目名 説明 

psv_id 決済サービス提供番号 

psv_page 決済ページ名 

psv_name 決済サービス名 

psv_type 決済サービス名(種類) 

psv_dealer 決済サービス提供者名 

psv_url 決済サービス紹介ページ(URL) 

psv_name1 タグ 1(psd_key1)の名称 

psv_name2 タグ 2(psd_key2)の名称 

psv_name3 タグ 3(psd_key3)の名称 

psv_name4 タグ 4(psd_key4)の名称 

psv_name5 タグ 5(psd_key5)の名称 

psv_desc1 タグ 1の入力説明文 

psv_desc2 タグ 2の入力説明文 

psv_desc3 タグ 3の入力説明文 

psv_desc4 タグ 4の入力説明文 

psv_desc5 タグ 5の入力説明文 

psv_note 決済サービスの説明文(ショップ管理室表示用) 
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psv_tmpl1 決済接続 HTML(注文 PC画面表示用) 

psv_tmpl1a 決済接続 HTML(注文スマートフォン画面表示用) 

psv_tmpl2 決済接続 HTML(注文携帯画面表示用) 

psv_iftmpl 決済結果の受信判定条件 

psv_retmpl 決済結果の受信結果表示 

psv_totmpl 決済結果の受信結果メール通知内容 

psv_bilkey 決済結果の受信請求番号キー名 

psv_prikey 決済結果の受信請求金額キー名 

psv_rhost 決済結果の受信許可ドメイン(リスト) 

psv_raddr 決済結果の受信許可 IPアドレス(リスト) 

psv_agent 決済結果の受信許可エージェント名(リスト) 

psv_reply 受信(0=不可|1=可) 

psv_open 使用(0=不可|1=可) 

 

決済サービス利用情報 

項目名 説明 

psd_id 決済サービス利用番号 

psd_shp_id ショップ番号 

psd_psv_id 決済サービス提供番号 

psd_key1 タグ 1の値 

psd_key2 タグ 2の値 

psd_key3 タグ 3の値 

psd_key4 タグ 4の値 

psd_key5 タグ 5の値 

psd_note 決済サービス案内文(注文画面表示用) 

psd_open 使用(0=不可|1=可) 

 
商品情報 

項目名 説明 

gds_id 商品番号 

gds_shp_id ショップ番号 

gds_sid 商品登録番号 

gds_oid 商品オプション番号(0=代表商品) 

gds_pid 関連商品番号 

gds_uid 商品コード(ASIN|JAN|ISBNなどショップ独自商品番号) 

gds_name 商品名 

gds_dprice 参考価格 

gds_nprice 通常価格 

gds_sprice 割引価格 

gds_sopen 割引期間(開始日時) 

gds_sclose 割引期間(終了日時) 

gds_intax 税込(1)税抜(0) 

gds_stock 在庫数 

gds_unlimit 1=在庫数の固定(常にある商品) 

gds_minlimit 最小購入個数(1回の購入につき) 

gds_maxlimit 最大購入個数(0=制限なし) 

gds_weight 重量(送料関係) 

gds_volume 容量(送料関係) 

gds_charge1 送料係数 

gds_charge2 追加送料 A 

gds_charge3 追加送料 B 
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gds_mkcode メーカー型番 

gds_mkname メーカー名 

gds_mkurl メーカーURL 

gds_mkdate メーカー発売日 

gds_option1 色 

gds_option2 サイズ 

gds_option3 種類 

gds_option4 他 

gds_free 送料無料(1=無料) 

gds_open 表示(1=公開|0=非公開) 

gds_cool クール便(1=適用) 

gds_export 海外配送(1=可|0=不可) 

gds_appoint 納期 

gds_note1 商品説明 1 

gds_note2 商品説明 2 

gds_note3 商品説明 3 

gds_notice 返品説明 

gds_postage 送料説明 

gds_keywords 商品キーワード 

gds_update 更新日時 

gds_create 登録日時 

item_id 商品登録コード(ショップ番号-商品登録番号-オプション番号) 

item_gmd (カテゴリ番号)/(商品番号) 

shp_name ショップ名 

shp_url ショップ URL 

grp_id カテゴリ番号(所属カテゴリ候補 1) 

grp_name カテゴリ名(所属カテゴリ候補 1 

is_sale 割引期間適用(0=なし|1=あり) 

gds_oprice 販売価格 

gds_dcdate 登録日時(YYYY-MM-DDThh24:MI:SS+09:00形式) 

img1_file 商品画像 1のファイル名 

img1_suffix 商品画像 1の拡張子 

img1_size 商品画像 1のサイズ(バイト数) 

img4_file 商品画像 4のファイル名 

img4_suffix 商品画像 4の拡張子 

img4_size 商品画像 4のサイズ(バイト数) 

 

ジャンル情報 

項目名 説明 

gnr_id ジャンル番号 

gnr_name ジャンル名 

gnr_note1 説明文 1 

gnr_note2 説明文 2 

gnr_note3 説明文 3 

gnr_img1s ジャンル画像 1拡張子(jpg/gif) 

gnr_img2s ジャンル画像 2拡張子(jpg/gif) 

gnr_img3s ジャンル画像 3拡張子(jpg/gif) 

gnr_feature トップページ表示(1=対象|0=対象外) 

gnr_rank 表示順位 
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カテゴリ情報 

項目名 説明 

grp_id カテゴリ番号 

grp_pid 親カテゴリ番号 

grp_shp_id ショップ番号(0=モール管理者) 

grp_gnr_id 所属ジャンル番号 

grp_name カテゴリ名 

grp_note1 説明文 1 

grp_note2 説明文 2 

grp_note3 説明文 3 

grp_img1s カテゴリ画像 1拡張子(jpg/gif) 

grp_img2s カテゴリ画像 2拡張子(jpg/gif) 

grp_img3s カテゴリ画像 3拡張子(jpg/gif) 

grp_feature トップページ表示(1=対象|0=対象外) 

grp_rank 表示順位 

 

商品分類情報 

項目名 説明 

cte_id 分類番号 

cte_gds_id 商品番号 

cte_oid 商品分類候補番号(1=第 1候補,…) 

cte_shp_id ショップ番号 

cte_grp_id カテゴリ番号 

 
商品画像情報 

項目名 説明 

img_id 画像番号 

img_gds_id 商品番号 

img_oid 画像候補番号(1=第 1候補,…) 

img_shp_id 所属ショップ番号 

img_suffix 拡張子 

img_size 画像サイズ 

 

レビュー情報 

項目名 説明 

rev_id レビュー番号 

rev_shp_id ショップ番号 

rev_gds_id 商品番号 

rev_ctm_id 顧客番号 

rev_handle 投稿者名 

rev_sex 性別(1=女性|2=男性) 

rev_age 年代(0/NULL=指定なし|1=10代以下|2=20代|…|7=70代以上) 

rev_subject レビュー(タイトル) 

rev_summary レビュー記事(概要) 

rev_message レビュー記事(詳細) 

rev_url URL=未使用 

rev_point おすすめ度(1～5) 

rev_helpful 参考になった数=未使用 

rev_replied 返答合計数=未使用 

rev_buyer 購入回数(0=未購入者|1以上=購入者) 
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rev_rhost 投稿時ホスト名|プロセス ID 

rev_raddr 投稿時 IPアドレス 

rev_agent 投稿時ブラウザ名 

rev_accept 受理日時(初公開日時) 

rev_open 表示(0=非表示|1=公開) 

rev_rank 参照回数(並び順)=未使用 

rev_update 更新日時 

rev_create 登録日時 

 

端末情報 

項目名 説明 

trm_id 端末番号(1=PC|2=携帯)’ 

trm_type 拡張子(1=html|2=xhtml) 

trm_name 端末名 

trm_alias_type 別拡張子(shtml) 

trm_alias_name 別端末名 

trm_alias_open 別拡張子使用(0=不可|1=可) 

trm_note 説明文 

trm_open 使用(0=不可|1=可) 

 
閲覧商品情報 

項目名 説明 

trk_id アクセス番号 

trk_rid セッション番号 

trk_aid 広告コード等(参照元商品番号)  

trk_ctm_id 顧客番号 

trk_gds_id 商品番号 

trk_shp_id ショップ番号 

trk_trm_id 端末番号(1=PC|2=携帯) 

trk_rhost 閲覧時ホスト名|プロセス ID 

trk_raddr 閲覧時 IPアドレス 

trk_agent 閲覧時ブラウザ名 

trk_reffer 閲覧時参照元ページ URL 

trk_create 登録日時 

 

買い物かごの商品情報 

項目名 説明 

cat_id 買い物かご登録番号 

cat_ctm_id 顧客番号 

cat_gds_id 商品番号 

cat_shp_id ショップ番号 

cat_view 0=今すぐ買う|1=あとで買う 

cat_number 購入個数 

cat_update 更新日時 

cat_create 登録日時 

※上記の他に商品情報を利用することができます。 

 

支払方法情報 

項目名 説明 

pay_id 支払番号 

pay_name 支払名 
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pay_note 説明文 

 

配送方法情報 

項目名 説明 

dvy_id 配送番号 

dvy_name 配送名 

dvy_note 説明文 

dvy_ticket メールギフト配送(1=あり|0=なし) 

 

送料条件情報 

項目名 説明 

pst_id 送料条件番号 

pst_shp_id ショップ番号(0=モール管理者) 

pst_dvy_id 配送番号 

pst_sid 条件番号(登録グループ番号) 

pst_are_id 都道府県番号 

pst_price 購入商品代金(基準値) 

pst_number 購入個数 

pst_weight 購入重量 

pst_volume 購入容量 

pst_charge 基準値以上の地域別送料(税込み) 

pst_icharge 基準値以上の場合の離島追加送料(税込み) 

pst_ccharge 基準値以上の場合のクール便料(クール便を含む場合) 

pst_gcharge 基準値以上の場合のラッピング料(ギフト梱包を行う場合) 

 

決済条件情報 

項目名 説明 

slt_id 決済条件番号 

slt_shp_id ショップ番号(0=モール) 

slt_trm_id 端末番号(1=PC|2=携帯) 

slt_pay_id 支払番号 

slt_dvy_id 配送番号 

slt_psd_id 決済サービス利用番号(空の場合は未使用) 

slt_paymin 最小決済金額(税込み) 

slt_paymax 最大決済金額(税込み) 

slt_dvymin 最小配送先数 

slt_dvymax 最大配送先数 

slt_island 離島表示(1=あり|0=なし) 

slt_export 海外配送(1=あり|0=なし) 

slt_gift ラッピングサービス表示(1=あり|0=なし) 

slt_dvytime お届け時間帯 

slt_note1 説明文 1 

slt_note2 説明文 2 

slt_note3 説明文 3 

 

決済手数料情報 

項目名 説明 

fee_id 決済手数料番号 

fee_shp_id ショップ番号(0=モール) 

fee_slt_id 決済条件番号 

fee_oid 条件番号(登録グループ番号) 
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fee_price 決済金額(税込み) 

fee_charge 決済手数料(税込み) 

 

顧客情報 

項目名 説明 

ctm_id 顧客番号 

ctm_mem_id 顧客区分(0=一般|1以上会員)  

ctm_handle ハンドル名 

ctm_email ログイン ID(メールアドレス 1) 

ctm_trm_id メールアドレス 1のメール形式(1=PC|2=携帯) 

ctm_email2 ログイン ID(メールアドレス 2) 

ctm_trm_id2 メールアドレス 2のメール形式(1=PC|2=携帯) 

ctm_sex 性別(1=女性|2=男性) 

ctm_birth 誕生日 

ctm_point 所有ポイント(ポイントの加算は支払完了後) 

ctm_news お知らせ通知・入荷通知(0=不可|1=許可) 

ctm_review レビュー投稿(0=不可|1=許可) 

ctm_info1 趣味 

ctm_info2 好み 

ctm_info3 未使用 

ctm_info4 未使用 

ctm_info5 未使用 

ctm_rhost 最終ログイン(ホスト名|プロセス ID) 

ctm_rhost2 前回ログイン(ホスト名|プロセス ID) 

ctm_raddr 最終ログイン(IPアドレス) 

ctm_raddr2 前回ログイン(IPアドレス) 

ctm_agent 最終ログイン(ブラウザ名) 

ctm_agent2 前回ログイン(ブラウザ名) 

ctm_time 最終ログイン(時刻) 

ctm_time2 前回ログイン(時刻) 

ctm_update 更新日時 

ctm_create 登録日時 

adr_name1 お名前(姓|漢字) 

adr_name2 お名前(名|漢字) 

adr_kana1 お名前(姓|カナ) 

adr_kana2 お名前(名|カナ) 

adr_alpha1 お名前(姓|英字) 

adr_alpha2 お名前(名|英字) 

adr_zip 住所(郵便番号 7桁) 

adr_are_id 住所(都道府県番号) 

adr_are_name 住所(都道府県名) 

adr_are_country 住所(国名) 

adr_are_foreign 住所(0=国内|1=国外) 

adr_city 住所(市区郡) 

adr_town 住所(町村・番地) 

adr_etc 住所(建物・部屋番号・その他) 

adr_tel 電話番号 

adr_fax FAX番号 

mem_name 顧客区分名 

mem_type 顧客区分名(小分類) 

mem_alias 顧客区分名(別名) 
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mem_xrate 発行ポイント係数% 

 

アンケート(趣味・好み)情報 

項目名 説明 

anq_id アンケート番号 

anq_oid アンケート分類番号(1=趣味|2=好み) 

anq_name アンケート項目名 

anq_open 使用(0=しない|1=する) 

 

請求情報 

項目名 説明 

bil_id 請求番号(注文番号=order_id=bil_shp_id-bil_ctm_id-bil_id) 

bil_shp_id 請求担当ショップ番号 

bil_uid 支払伝票番号(ショップ記入/請求書の番号など) 

bil_name 請求名(顧客検索等用) 

bil_email 注文時メールアドレス 

bil_ctm_id 注文顧客番号 

bil_trm_id 注文端末番号(1=PC|2=携帯) 

bil_trm_name 注文端末名 

bil_pay_id 支払番号 

bil_pay_name 支払名 

bil_dvy_id 配送番号 

bil_dvy_name 配送名 

bil_psd_id 決済サービス利用番号 

bil_ctm_trm_id 注文時メール形式(1=PC|2=携帯) 

bil_status 支払状態(0=未払い|1=支払済み) 

bil_auth 購入承認(1=あり|0=なし) 

bil_gift ラッピングサービス利用(0=しない|1=する) 

bil_cool クール便利用(0=しない|1=する) 

bil_aprice 商品合計(税抜き) 

bil_bprice 商品合計(税込み) 

bil_tprice 商品合計(税相当分) 

bil_fprice 調整金額=値引き分等(引くときはマイナス) 

bil_pprice 使用ポイント数 

bil_pcharge 地域別送料合計(税込み) 

bil_icharge 離島追加送料合計(税込み) 

bil_acharge 商品追加送料合計(税込み) 

bil_ccharge クール便料合計(税込み) 

bil_gcharge ラッピング料合計(税込み) 

bil_fcharge 決済手数料 

bil_price 請求金額(税込み) 

bil_xrate 発行ポイント係数%(注文時) 

bil_xprice 発行ポイントの対象商品合計(税込み) 

bil_point 発行ポイント 

bil_paypoint ポイントを会員に加算(0=未|1=済) 

bil_payment 入金確認日(ショップ記入) 

bil_service 決済結果受信日(決済サービス利用時のみ) 

bil_charged ショップ利用料計上日(NULL=未計上) 

bil_note 支払通信欄(ショップ記入) 

bil_req1 注文通信欄(顧客記入) 

bil_req2 支払予定日など(顧客記入/未使用) 
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bil_req3 未使用 

bil_req4 未使用 

bil_req5 未使用 

bil_update 更新日時 

bil_create 登録日時 

adr_name1 お名前(姓|漢字) 

adr_name2 お名前(名|漢字) 

adr_kana1 お名前(姓|カナ) 

adr_kana2 お名前(名|カナ) 

adr_alpha1 お名前(姓|英字) 

adr_alpha2 お名前(名|英字) 

adr_zip 住所(郵便番号 7桁) 

adr_are_id 住所(都道府県番号) 

adr_are_name 住所(都道府県名) 

adr_are_country 住所(国名) 

adr_are_foreign 住所(0=国内|1=国外) 

adr_city 住所(市区郡) 

adr_town 住所(町村・番地) 

adr_etc 住所(建物・部屋番号・その他) 

adr_tel 電話番号 

adr_fax FAX番号 

※上記の他にショップ情報を利用することができます。 

 

販売情報 

項目名 説明 

sel_id 販売番号 

sel_bil_id 請求番号 

sel_shp_id 配送担当ショップ番号 

sel_uid 配送伝票番号(ショップ記入 荷物問い合わせ番号) 

sel_adr_id 配送先住所 

sel_trm_id 配送先端末番号(1=PC|2=携帯) メールギフト配送先用 

sel_dvy_id 配送番号 

sel_dvy_name 配送名 

sel_status 配送状態(0=未配送|1=発送済み) 

sel_island 離島配送(0=しない|1=する) 

sel_export 海外配送(0=しない|1=する) 

sel_gift ラッピングサービス利用(0=しない|1=する) 

sel_aprice 商品合計(税抜き) 

sel_bprice 商品合計(税込み) 

sel_tprice 商品合計(税相当分) 

sel_pcharge 地域別送料(税込み) 

sel_icharge 離島追加送料(税込み) 

sel_acharge 商品追加送料(税込み) 

sel_ccharge クール便料(税込み) 

sel_gcharge ラッピング料(税込み) 

sel_price 合計(税込み)=商品合計(税込み)+調整+手数料+クール便料+サービス料 

sel_appoint ショップ記入 出荷予定日 

sel_delivery ショップ記入 出荷完了日 

sel_ticket メールギフト(0=しない|1=する) 

sel_auth メールギフト承認(0=受取り拒否|1=受取り承諾) 

sel_restock キャンセルによる注文個数の返還(0=未|1=済) 
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sel_hash メールギフト ID 

sel_email メールギフト宛先アドレス 

sel_to メールギフト宛名 

sel_from メールギフト差出名 

sel_subject メールギフト・タイトル 

sel_message メールギフト・メッセージ文 

sel_rhost メールギフト・承認時ホスト名 

sel_raddr メールギフト・承認時 IPアドレス 

sel_agent メールギフト・承認時ブラウザ名 

sel_atime メールギフト・承認日時 

sel_answer メールギフト・返信メッセージ 

sel_note ショップ記入 出荷通信欄 

sel_req1 顧客記入 お届け時間帯指定 

sel_req2 顧客記入 ラッピングメッセージ 

sel_req3 顧客記入 自由欄 3 

sel_req4 顧客記入 自由欄 4 

sel_req5 顧客記入 自由欄 5 

adr_name1 お名前(姓|漢字) 

adr_name2 お名前(名|漢字) 

adr_kana1 お名前(姓|カナ) 

adr_kana2 お名前(名|カナ) 

adr_alpha1 お名前(姓|英字) 

adr_alpha2 お名前(名|英字) 

adr_zip 住所(郵便番号 7桁) 

adr_are_id 住所(都道府県番号) 

adr_are_name 住所(都道府県名) 

adr_are_country 住所(国名) 

adr_are_foreign 住所(0=国内|1=国外) 

adr_city 住所(市区郡) 

adr_town 住所(町村・番地) 

adr_etc 住所(建物・部屋番号・その他) 

adr_tel 電話番号 

adr_fax FAX番号 

※上記の他にショップ情報を利用することができます。 

 

受注商品情報 

項目名 説明 

odr_id 注文商品番号 

odr_bil_id 請求番号 

odr_gds_id 商品番号 

odr_ctm_id 注文顧客番号 

odr_shp_id 注文商品のショップ番号 

odr_gds_sid 商品登録番号 

odr_gds_oid 商品オプション番号 

odr_gds_uid 商品コード(ASIN|JAN|ISBNなどショップ独自商品番号) 

odr_gds_name 商品名 

odr_gds_option1 色 

odr_gds_option2 サイズ 

odr_gds_option3 種類 

odr_gds_option4 他 

odr_gds_oprice 販売価格 
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odr_gds_aprice 商品価格(税抜き) 

odr_gds_bprice 商品価格(税込み) 

odr_gds_free 送料無料(1=無料) 

odr_gds_cool クール便(1=適用) 

odr_gds_export 海外配送(1=可) 

odr_gds_appoint 納期 

odr_gds_notice 返品特約説明 

odr_gds_postage 送料説明 

odr_number 個数合計 

odr_weight 重量合計 

odr_volume 容量合計 

odr_price 注文価格(単価×個数) 

odr_aprice 注文価格(税抜き) 

odr_bprice 注文価格(税込み) 

odr_tprice 注文価格(税分) 

odr_acharge 商品別の商品追加送料(税込み) 

 

メルマガ情報 

項目名 説明 

dml_id メルマガ番号 

dml_shp_id ショップ番号 

dml_trm_id 配信端末番号(1=PC|2=携帯) 

dml_trm_name 配信端末名 

dml_time 配信予定日時 

dml_start 配信開始日時(空=未配信) 

dml_delivery 配信完了日時 

dml_number 配信数(未配信の場合は予定配数) 

dml_status 配信状態(0=未配信|1=配信済み) 

dml_bmon 誕生日(月) 

dml_bday 誕生日(日) 

dml_sex 性別(1=女性|2=男性) 

dml_minpoint 所有ポイント数(最小値) 

dml_maxpoint 所有ポイント数(最大値) 

dml_info1 趣味 

dml_info2 好み 

dml_update 更新日時 

dml_create 登録日時 

eml_to 送信先(To) 

eml_cc 送信先(Cc) 

eml_bcc 送信先(Bcc) 

eml_from 送信元(From) 

eml_subject 件名 

eml_body 本文 

eml_update 更新日時 

eml_create 登録日時 

 

メルマガ配信先情報 

項目名 説明 

sml_id 配信番号 

sml_shp_id ショップ番号(0=モール管理者) 

sml_dml_id メルマガ番号 
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sml_ctm_id 配信先顧客番号 

sml_email 配信先メールアドレス 

sml_name1 配信時 お名前(姓|漢字) 

sml_name2 配信時 お名前(名|漢字) 

sml_kana1 配信時 お名前(姓|カナ) 

sml_kana2 配信時 お名前(名|カナ) 

sml_delivery 配信完了日時 

sml_status 配信状態(0=未配信|1=配信済み) 

sml_message 詳細 

sml_create 登録日時 

 

通知メール情報 

項目名 説明 

cml_id 通知メール番号 

cml_type 通知メール名 

cml_shp_id ショップ番号(0=モール管理者) 

cml_trm_id 端末番号(1=PC|2=携帯) 

cml_name 用途名 

cml_notify 通知(0=しない|1=する) 

cml_rank 表示順位 

cml_update 更新日時 

cml_create 登録日時 

eml_to 送信先(To) 

eml_cc 送信先(Cc) 

eml_bcc 送信先(Bcc) 

eml_from 送信元(From) 

eml_reply 返信先(Reply-To) 

eml_subject 件名 

eml_body 本文 

eml_update 更新日時 

eml_create 登録日時 

 

お知らせ記事情報 

項目名 説明 

doc_id 記事番号 

doc_shp_id ショップ番号(0=モール管理者) 

doc_subject 記事(タイトル) 

doc_summary 記事(概要) 

doc_message 記事(詳細) 

doc_update 更新日時 

doc_create 登録日時 

※上記の他にショップ情報を利用することができます。 

 

都道府県情報 

項目名 説明 

are_id 都道府県番号 

are_name 都道府県名 

are_state 地域名 

are_country 国名 

are_foreign 国内外(0=国内|1=国外) 

are_open 使用(0=しない|1=する) 
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郵便番号情報 

項目名 説明 

zip_id 郵便管理番号 

zip_code 郵便番号 7桁 

zip_are_id 都道府県番号 

zip_city_id 市区町村番号 

zip_are_name 都道府県名(漢字) 

zip_city_name 市区町村名(漢字) 

zip_town_name 町地域名(漢字) 

zip_are_kana 都道府県名(カナ) 

zip_city_kana 市区町村名(カナ) 

zip_town_kana 町地域名(カナ) 

 

認証情報 

項目名 説明 

via_id 認証番号 

via_hash 認証 ID 

via_email 登録時メールアドレス 

via_sid 登録時セッション ID 

via_rhost 登録時ホスト名,プロセス ID 

via_raddr 登録時 IPアドレス 

via_agent 登録時ブラウザ名 

via_reffer 登録時ページ URL 

 

ログ情報 

項目名 説明 

log_id ログ番号 

log_shp_id ショップ番号(0=モール管理者) 

log_level ログレベル(debug|info|notice|warning|error|critical|alert|emergency) 

log_code コード(E00000など) 

log_title メッセージ(タイトル) 

log_summary メッセージ(簡易) 

log_message メッセージ(詳細) 

log_caller プログラム行 

log_rhost ホスト名|プロセス ID 

log_raddr IPアドレス 

log_agent ブラウザ名 

log_update 更新日時 

log_create 登録日時 

shp_name ショップ名/モール名 
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13.3 出力フィルター一覧 
 

Cozy::DataFilter 

フィルター名 記述例 用途 変換後の値 

escape <% str.escape %> URIエンコード 文字列 

 
Cozy::DataFilter::Plugin::Expr 

フィルター名 記述例 用途 変換後の値 

eq(文字) 

<% IF str.eq(りんご) -%> 

「<% str %>」はりんごです。 

<% END -%> 

一致する文字列の比較 1(真)/undef(偽) 

ne(文字) 

<% IF str.ne(りんご) -%> 

「<% str %>」はりんごでない。 

<% END -%> 

一致しない文字列の比較 1(真)/undef(偽) 

lt(数字) 

<% IF num.lt(100) -%> 

<% num %>は 100より小さい。 

<% END -%> 

数字の比較(<) 1(真)/undef(偽) 

gt(数字) 

<% IF num.gt(100) -%> 

<% num %>は 100より大きい。 

<% END -%> 

数字の比較(>) 1(真)/undef(偽) 

le(数字) 

<% IF num.le(100) -%> 

<% num %>は 100以下です。 

<% END -%> 

数字の比較(<=) 1(真)/undef(偽) 

ge(数字) 

<% IF num.ge(100) -%> 

<% num %>は 100以上です。 

<% END -%> 

数字の比較(>=) 1(真)/undef(偽) 

call 

# プログラム側 

$tmpl->param(next_year => sub 

{ 

my ($tmpl, $year) = @_; 

return $year + 1; 

}); 

 

# テンプレート側 

<% next_year.call(2011) %> 

関数呼出し 

関数の返り値 (文

字列、配列、ハッ

シュ、オブジェク

ト) 

defined 

<% IF var.defined -%> 

<% var %>は定義されています。 

<% END -%> 

変数の定義 1(真)/undef(偽) 

size <% var.size %> 要素の数 数字 

mod <% num.mod(数字) %> 剰余 数字 

find(文字) 

<% IF var.find(りんご) %> 

「<% var %>」はりんごを含んで

います。 

<% END %> 

文字の検索 

検索文字の開始位

置 1以上 

/undef(偽) 

keys 

<% FOR GDSList -%> 

<% FOR .keys -%> 

変数名:<% name %> 

値:<% value %> 

<% END -%> 

<% END -%> 

ハッシュをキーと値の配列に変換 

記述後、FOR ル

ープ内で以下の変

数が利用可能にな

ります。 

Name, 

value 

split 

<% FOR str.split -%> 

値:<% value %> 

<% END -%> 

コンマ区切りの文字列を配列に変換 

記述後、FOR ル

ープ内で以下の変

数が利用可能にな

ります。 

value 

 
Cozy::DataFilter::Plugin::HTML 

フィルター名 記述例 用途 変換後の値 

html <% str.html %> HTMLタグのエスケープ 文字列 
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cdata <% str.cdata %> CDATAタグのエスケープ 文字列 

textarea <% str.textarea %> textarea 終了タグのエスケープ 文字列 

jstring <% str.jstring %> JavaScript 文字列への変換 文字列 

json <% str.json %> JSON 用文字列への変換 文字列 

 
Cozy::DataFilter::Plugin::Text 

フィルター名 記述例 用途 変換後の値 

head(文字数) <% str.head(20) %> 先頭から指定文字数の抽出 文字列 

chomp <% str.chomp %> 末尾から改行を削除 文字列 

chop <% str.chop %> 末尾の 1文字を削除 文字列 

oneline <% str.oneline %> 改行の削除 文字列 

 
Cozy::DataFilter::Plugin::Email 

フィルター名 記述例 用途 変換後の値 

cite <% str.cite %> 引用記号(>)の追加 文字列 

reply <% str.reply %> 返信記号(Re:)の追加 文字列 

 
Cozy::DataFilter::Plugin::Misc 

フィルター名 記述例 用途 変換後の値 

comma <% str.comma %> コンマ(,)の追加 数字 

shadow <% str.shadow %> 文字の隠し表示(*記号に置き換え) 文字列 

times <% num.times(★) %> 指定文字の num回繰返し表示 文字列 

number <% str.number %> 文字の数値化(数字のみ取り出す) 数字 

chars <% str.chars %> 文字の英数字化(英数字のみ取り出す) 英数字 

unix <% str.unix %> リターンコード(¥r)の削除 文字列 

zipcode <% str.zipcode %> －付き郵便番号化 文字列 

 
Cozy::DataFilter::Plugin::Wiki 

フィルター名 記述例 用途 変換後の値 

wiki <% str.wiki %> Wikiテキストの HTML変換 文字列 

 
Cozy::DataFilter::Plugin::Data::Config 

フィルター名 記述例 用途 変換後の値 

encoding(utf-8) <% LOAD .encoding(utf-8) %> 
テンプレートの出力文字コー

ドを UTF-8設定する。 

記述後 UTF-8 で

出力されます。 

encoding(cp932) <% LOAD .encoding(cp932) %> 
テンプレートの出力文字コー

ドを Shift-JISに設定する。 

記述後 Shift-JIS

で出力されます。 

URL 

<% LOAD .URL %> 

プログラム名: <% NAME %> 

バージョン: <% VERSION %> 

公開変数の設定 

 

記述後、以下の変

数が利用可能にな

ります。 

NAME, 

VERSION, 

DEMO, 

DEBUG, 

URL_BASE, 
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URL_STATIC, 

URL_IMAGE, 

INC_STATIC, 

INC_IMAGE,  

INC_STYLES, 

INC_JS, 

CGIURL_BASE, 

CGIURL_MANA

GE, 

COPYRIGHT, 

GOOGLE_TRAC

KER 

site_name 

SSL(1) 
<% LOAD .SSL(1) %> 

# <% ssl %>は 1 
ssl変数の設定 

記述後、ssl 変数

の値が 1 に設定さ

れます。 

SSL(0) 
<% LOAD .SSL(0) %> 

# <% ssl %>は 0 
ssl変数の設定 

記述後、ssl 変数

の値が 0 に設定さ

れます。 

ENV 
<% LOAD .ENV %> 

接続元 IP: <% REMOTE_ADDR %> 
環境変数の設定 

記述後、以下の変

数が利用可能にな

ります。 

REMOTE_HOST, 

REMOTE_ADDR, 

HTTP_REFERER

, 

HTTP_USER_AG

ENT 

 
Cozy::DataFilter::Plugin::Date::DateTime 

フィルター名 記述例 用途 変換後の値 

timef(フォーマッ

ト) 
<% date.timef(%d年%d月%d日) %> 日付の整形 文字列 

TIME 

<% LOAD .TIME %> 

# 2008/03/31 

<% date %> 

# 2008/03/31 01:02:03 

<% datetime %> 

# 2008-03-31T00:00:00+09:00 

<% dcdate %> 

# 2008-03-31T01:02:03+09:00 

<% dcdatetime %> 

# Sun, 30 Mar 2008 16:02:03 GMT 

<% DateTime %> 

# 2008年 3月 31日 

<% date.timef(%d年%d月%d日) %> 

時刻の表示 

記述後、以下の変

数が利用可能にな

ります。 

date, 

datetime, 

dcdate, 

dcdatetime, 

DateTime 

YEARS(開始オフ

セット年,年数) 

<% LOAD .YEARS(1,5) %> 

<select name="year"> 

<% FOR YEARS -%> 

<option value="<% year %>"><% year %>年 

<% END -%> 

</select> 

年の表示 

記述後、以下の変

数が利用可能にな

ります。 

YEARS 

 
Cozy::DataFilter::Plugin::Data::Extract 

フィルター名 記述例 用途 変換後の値 

extract 

<% FOR GDSList -%> 

<% LOAD .extract -%> 

<% END -%> 

商品名 1:<% gds_name_1 %> 

商品名 2:<% gds_name_2 %> 

ハッシュをグロ

ーバル変数に変

換 

記述後、変数名に

サフィックスを付

けた値が利用可能

になります。 

 
Cozy::DataFilter::Plugin::Data::By 

フィルター名 記述例 用途 変換後の値 

by(集約フィール

ド名) 

<% FOR Area.by(are_state) %> 

地域名:<% are_state %> 

<% FOR by -%> 

都道府県名:<% are_name %> 

グループ化 

記述後、グループ

化された値(by 変

数 )が利用可能に

なります。 
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<% END -%> 

<% END %> 

 
Cozy::DataHandler::DBI::Plugin::Pager 

フィルター名 記述例 用途 変換後の値 

pager(引数) 

<% LOAD GDSList.pager(so=1&li=5) %> 

<% so %>: 並び順番号 

<% li %>: 表示件数 

<% pg %>: 現在のページ番号 

<% to %>: 全表示件数 

<% sc %>: 現在のページの最初のアイテム番号 

<% ec %>: 現在のページの最後のアイテム番号 

<% prev_page %>: 前のページ番号(ない場合は空) 

<% link_page %>: ジャンプページ番号のリスト 

<% next_page %>: 次のページ番号(ない場合は空) 

<% kwd %>: 検索キーワード 

(キーワード検索をした場合のみ) 

<% andor %>: 検索方法 AND/OR 

(キーワード検索をした場合のみ) 

<% query %>: 次のページに引き継ぐパラメータ 

(&区切) 

改ページ変数の設

定 

記述後、以下の変

数が利用可能にな

ります。 

so, 

li, 

pg, 

to, 

sc, 

ec, 

prev_page, 

link_page, 

next_page, 

kwd, 

andor, 

query 

all 

<% LOAD GDSList.all %> 

<% so %>: 並び順番号 

<% li %>: 表示件数 

<% pg %>: 現在のページ番号 

<% to %>: 全表示件数 

<% sc %>: 現在のページの最初のアイテム番号 

<% ec %>: 現在のページの最後のアイテム番号 

<% kwd %>: 検索キーワード 

(キーワード検索をした場合のみ) 

<% andor %>: 検索方法 AND/OR 

(キーワード検索をした場合のみ) 

全件取得の変数設

定 

記述後、以下の変

数が利用可能にな

ります。 

so, 

li, 

pg, 

to, 

sc, 

ec, 

kwd, 

andor 

array 

<% LOAD GDSList.pager.array %> 

<% FOR GDSList -%> 

商品名:<% gds_name %> 

価格:<% gds_price %> 

<% END -%> 

配列に変換 配列 

iterator 

<% LOAD GDSList.pager.iterator -%> 

<% FOR GDSList -%> 

商品名:<% gds_name %> 

価格:<% gds_price %> 

<% END -%> 

イテレータに変換 イテレータ 

 
Cozy::Data::Plugin:CSV 

フィルター名 記述例 用途 変換後の値 

csv(引数) 
<% FOR GDSList -%> 

<% .csv -%> 

<% END -%> 

ハッシュを CSV

形式に変換 
文字列 

 
ESP::SMS::Plugin::DataFilter 

フィルター名 記述例 用途 変換後の値 

order 

<% gds_stock.order %> 

# 在庫数 0個:「売り切れ」 

# 在庫数 1～10個:「残りあと僅か」 

# 在庫数 11個以上:「注文可」 

在庫数の文字表示 文字列 

tax(税込みフラグ

の変数名) 
<% gds_oprice.tax(gds_intax) %> 

消費税相当金額に

変換 
数字 

with_tax( 税 込 み

フラグの変数名) 
<% gds_oprice.with_tax(gds_intax) %> 税込み金額に変換 数字 

without_tax(税込

みフラグの変数名) 
<% gds_oprice.without_tax(gds_intax) %> 税抜き金額に変換 数字 

age_name 

<% var.age_name %> 

# varの値が 1のとき「10代」 

# varの値が 2のとき「20代」 

# … 

年代名に変換 文字列 
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# varの値が 7以上のとき「70代」 

sex_name 

<% var.sex_name %> 

# varの値が 1のとき「女性」 

# varの値が 2のとき「男性」 

# 上記以外は空 

性別名に変換 文字列 

unit <% num.unit %> K/M/G/T単位付与 文字列 

wiki <% var.wiki %> 
Wiki テキストを

HTMLに変換 
文字列 

safe_html(許可タ

グ) 

<% var.safe_html %> 

# もしくは 

<% var.safe_html(body,a,font) %> 

許可された HTML

タグに変換 
文字列 

atmark 

<% shp_email.atmark %> 

# もしくは 

<% shp_email.atmark(＠) %> 

半角のアットマー

クを  _at_ に変

換。引数を指定し

た場合は指定の文

字に変換 

文字列 

hk2z <% str.hk2z %> 
半角カナを全角に

変換 
文字列 

mobile 

<form action=””> 

<% BLOCK mobile -%> 

<input type=”text” name=”foo” value=”” istyle=”3” /> 

<input type=”submit” value=”送信” /> 

<% END -%> 

</form> 

# 

# DoCoMo端末でアクセスした時の出力例 

# <form action=""> 

# <input type="text" name="foo" value="" istyle="3" 

style="-wap-input-format:&quot;*&lt;ja:en&gt;&quot;;" /> 

# <input type="submit" value="送信" /> 

# </form> 

# 

# au端末でアクセスした時の出力例 

# <form action=""> 

# <input type="text" name="foo" value="" format="*m" 

style="-wap-input-format:*m;" /> 

# <input type="submit" value="送信" /> 

# </form> 

# 

# SoftBank端末でアクセスした時の出力例 

# <form action=""> 

# <input type="text" name="foo" value="" 

mode="alphabet" /> 

# <input type="submit" value="送信" /> 

# </form> 

# 

携帯キャリアに応

じた input タグの

入力モード変換 

文字列 

Search 
# 新着商品 

<% .Search(fmd=new.ssi.html&li=2) %> 

Pages::Users::Sea

rchの呼び出し 
文字列 

Articles 
# お知らせ記事 

<% .Articles(fmd=index.ssi.html&li=5) %> 

Pages::Users::Arti

clesの呼び出し 
文字列 

cache <% TMPL .cache(list) %>HTMLタグ<% END %> 

スマートフォン用 

テンプレートの変

数への保存 

文字列 

jqmpager <% list.jqmpager(#list) %> 

スマートフォン用 

改ページタグ(JS)

の生成表示 

文字列 

UserAgentIs 

<% LOAD .UserAgentIs %> 

# <% UserAgentIsAndroid %>: 

# Android端末の場合に 1それ以外は空 

# <% UserAgentIsBlackBerry %>: 

# BlackBerry端末の場合に 1それ以外は空 

# <% UserAgentIsiPhone %>: 

# iPhone端末の場合に 1それ以外は空 

# <% UserAgentIsiPad %>: 

# iPad端末の場合に 1それ以外は空 

# <% UserAgentIsiPod %>: 

# iPod端末の場合に 1それ以外は空 

IF 文による携帯・

スマートフォン端

末に応じた表示の

変更 

記述後、以

下の変数が

利用可能に

なります。 

UserAgentI

sAndroid, 

UserAgentI

sBlackBerry

, 

UserAgentI

siPhone, 
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# <% UserAgentIsAppleTouch %>: 

# iPhone/iPad/iPod端末の場合に 1それ以外は空 

# <% UserAgentIsSPHONE %>: 

# Android/BlackBerry/ iPhone/iPad/iPod端末の場合に 1そ

れ以外は空 

# <% UserAgentIsMOBILE %>: 

# DoCoMo/KDDI/SoftBank端末の場合に 1それ以外は空 

UserAgentI

siPad, 

UserAgentI

siPod, 

UserAgentI

sAppleTouc

h, 

UserAgentI

sSPHONE, 

UserAgentI

sMOBILE 

cache_count 

# <% :count %>変数の保存 

# <% LOAD .cache_count %> 

# <% FOR var -%> 

# <% $cache_count %> 

# <% END -%> 

count 変数の保存

と FOR 文内で

の count参照 

数字 

 
※ フィルターは最小限の変換を行うため、精度を保証するものではありません。 

※ 標準で用意されているフィルターの機能が十分でない場合は、用途に応じて新しいフィルター関数を追加する

か、もしくは local/plugins/ESP/SMS/Plugin/DataFilter.pm内で既存の関数を再定義してご利用下さい。 

※ 変換例の詳細は local/docs/00plugins.txtを参照して下さい。 
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13.4 入力チェック一覧 
 

Cozy::Untaint::Plugin::Config 

入力チェック名 用途 判定基準 

sort 並べ替えの種類指定 
入力された値が半角数字の場合に 1(許可)、それ以外は 

undef(不可)を返します。 

andor 絞り込みの AND/OR指定 
入力された値が and、or、AND、OR のいずれかの場

合に 1(許可)、それ以外は undef(不可)を返します。 

keywords 検索キーワードの指定 
入力された値が印刷可能文字の場合に 1(許可)、それ以

外は undef(不可)を返します。 

limit 表示件数の指定 
入力された値が半角数字、200 未満の場合に 1(許可)、

それ以外は undef(不可)を返します。 

rid セッション ID 
入力された値が 32 文字の小文字の半角英数字の場合に 

1(許可)、それ以外は undef(不可)を返します。 

lmd ロケールモード 
入力された値が ja もしくは en の場合に 1(許可)、そ

れ以外は undef(不可)を返します。 

cmd コンテンツモード 
入力された値が (半角英数字の文字).(拡張子) になる場

合に 1(許可)、それ以外は undef(不可)を返します。 

pmd ページモード 

入力された値が (小文字の半角英数字と'_'の文字) にな

る場合に 1(許可)、それ以外は undef(不可)を返しま

す。半角英数字から始まる必要があります。 

gmd グループモード 

入力された値が (小文字の半角英数字と'_'の文字) にな

る場合に 1(許可)、それ以外は undef(不可)を返しま

す。半角英数字から始まる必要があります。 

fmd ファイルモード 

入力された値が (小文字の半角英数字と '_'と'.'の文字) 

になる場合に 1(許可)、それ以外は undef(不可)を返し

ます。半角英数字から始まる必要があります。 

next 次ページモード 

入力された値がファイルモードと同等の値もしくは、

http から始まる URL の場合に 1(許可)、それ以外は 

undef(不可)を返します。 

 
Cozy::Untaint::Plugin::Text 

入力チェック名 用途 判定基準 

printable 表示可能文字 
入力された値が印刷可能文字の場合に 1(許可)、それ以

外は undef(不可)を返します。 

oneline 1行文字 
入力された値が改行を含まない 1 行の印刷可能文字の場

合に 1(許可)、それ以外は undef(不可)を返します。 

nohtml HTMLタグを含まない文字 
入力された値が HTML タグを含まない印刷可能文字の

場合に 1(許可)、それ以外は undef(不可)を返します。 

escape URIエスケープされた文字 
入力された値が URI エスケープされている場合に 1(許

可)、それ以外は undef(不可)を返します。 

string 英数字記号文字列(空白なし/タグなし) 

入力された値が英数字と記号(!#$%&+¥-/=?~)で構成さ

れる文字の場合に 1(許可)、それ以外は undef(不可)を

返します。 

bool 真偽(1/0) 
入力された値が 1 もしくは 0 の場合に 1(許可)、それ

以外は undef(不可)を返します。 

true 真(1) 
入力された値が  1 の場合に  1(許可 )、それ以外は 

undef(不可)を返します。 

false 偽(0) 
入力された値が  0 の場合に  1(許可 )、それ以外は 

undef(不可)を返します。 

null 空欄 
入力された値が空の場合に  1(許可 )、それ以外は 

undef(不可)を返します。 

digit 1つの半角数字 
入力された値が 1 つの半角数字の場合に 1(許可)、それ

以外は undef(不可)を返します。 

digits 1つ以上の半角数字 
入力された値が 1 つ以上の半角数字の場合に 1(許可)、

それ以外は undef(不可)を返します。 

integer 整数 
入力された値が整数の場合に  1(許可 )、それ以外は 

undef(不可)を返します。 

number 正の整数 
入力された値が正の整数の場合に 1(許可)、それ以外は 

undef(不可)を返します。 

float 小数 
入力された値が小数の場合に  1(許可 )、それ以外は 

undef(不可)を返します。 
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chars 1つ以上の半角英数字 

入力された値が 1 つ以上の半角英数字と'_'で構成される

文字の場合に 1(許可)、それ以外は undef(不可)を返し

ます。 

char 1つの半角英数字 
入力された値が 1 文字の半角英数字と'_'の文字の場合に 

1(許可)、それ以外は undef(不可)を返します。 

password パスワード文字 

入力された値が複数の半角英数字と'_'、'-'で構成される

文字の場合に 1(許可)、それ以外は undef(不可)を返し

ます。 

postcode 郵便番号(-なし) 
入力された値が郵便番号(-なし)の場合に 1(許可)、それ

以外は undef(不可)を返します。 

zipcode 郵便番号(-あり、英大文字可) 
入力された値が郵便番号(-あり)の場合に 1(許可)、それ

以外は undef(不可)を返します。 

telephone 電話番号 

入力された値が電話番号の場合に 1(許可)、それ以外は 

undef(不可)を返します。'-'を使用する場合は、2 つ使用

する必要があります。 

email メールアドレス 
入力された値がメールアドレスの場合に 1(許可)、それ

以外は undef(不可)を返します。 

url URL 
入力された値が URL の場合に 1(許可)、それ以外は 

undef(不可)を返します。 

hash ハッシュ ID 
入力された値が 32 文字の小文字の半角英数字の場合に 

1(許可)、それ以外は undef(不可)を返します。 

host ホスト名 
入力された値が半角英数字、'.'、'-' で構成される文字の

場合に 1(許可)、それ以外は undef(不可)を返します。 

inet IPアドレス 
入力された値が半角数字、'.' で構成される文字の場合に 

1(許可)、それ以外は undef(不可)を返します。 

domain ドメイン 
入力された値が半角数字、'.'、'-' で構成される文字の場

合に 1(許可)、それ以外は undef(不可)を返します。 

 
Cozy::Untaint::Plugin::DateTime 

入力チェック名 用途 判定基準 

year 日付(年) 
入力された値が半角数字で 1900 以上、2020 以下の場

合に 1(許可)、それ以外は undef(不可)を返します。 

month 日付(月) 
入力された値が半角数字で 1 以上、12 以下の場合に 

1(許可)、それ以外は undef(不可)を返します。 

day 日付(日) 
入力された値が半角数字で 1 以上、31 以下の場合に 

1(許可)、それ以外は undef(不可)を返します。 

hour 時間(時) 
入力された値が半角数字で 1 以上、23 以下の場合に 

1(許可)、それ以外は undef(不可)を返します。 

minsec 時間(分) 
入力された値が半角数字で 1 以上、59 以下の場合に 

1(許可)、それ以外は undef(不可)を返します。 

date 日付(yyyy/mm/dd) 

入力された値が yyyy/mm/dd 形式の日付の場合に 1(許

可 )、それ以外は undef(不可 )を返します。yyyy は

「年」、mm は「月」、dd は「日」です。 

datetime 日時(yyyy/mm/dd[ HH:MM::SS]) 

入力された値が yyyy/mm/dd HH:MM:SS 形式の日付

の場合に 1(許可)、それ以外は undef(不可)を返しま

す。yyyy は「年」、mm は「月」、dd は「日」、HH 

は「時」、MM は「分」、SS は「秒」です。 
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ESP::SMS::Plugin::Untaint 

入力チェック名 用途 判定基準 

shp_dir ショップのディレクトリ名 

入力された値が半角数字と’_’で構成される文字の場合に 

1(許可)、それ以外は undef(不可)を返します。最初は英

字で始まる必要があります。 

YYYYMMDDHH24MI 日時 

入 力 さ れ た 値 が  YYYYMMDD 形 式 も し く は

YYYYMMDD hh:mm:ss形式の場合に 1(許可)、それ以

外は undef(不可)を返します。 

path ディレクトリのパス 
入力された値が英数字と’_’、’/’で構成される文字の場合

に 1(許可)、それ以外は undef(不可)を返します。 

filename ファイル名/ディレクトリ名 
入力された値が英数字もしくは.拡張子付きの場合に 

1(許可)、それ以外は undef(不可)を返します。 

mk_filename 
モール管理室のファイル管理で

作成できるファイル名 

入力された値が英数字と’_’で構成されるファイル名の場

合に 1(許可)、それ以外は undef(不可)を返します。拡

張子は html, xhtml, css, js, rdf が許可されます。 

mk_shop_filename 
ショップ管理室のファイル管理

で作成できるファイル名 

入力された値が英数字と’_’で構成されるファイル名の場

合に 1(許可)、それ以外は undef(不可)を返します。拡

張子は html, xhtmlが許可されます。 

mk_filetext 

モール管理室のファイル管理で

作成できるテキストファイルの

内容 

入力された値が印刷可能文字の場合に 1(許可)、それ以

外は undef(不可)を返します。 

mk_shop_filetext 

ショップ管理室のファイル管理

で作成できるテキストファイル

の内容 

入力された値が許可されたタグの場合に 1(許可)、それ

以外は undef(不可)を返します。 

up_filename 
モール管理室のファイル管理で

アップロードできるファイル名 

入力された値が英数字と’_’で構成されるファイル名の場

合に 1(許可)、それ以外は undef(不可)を返します。拡

張子は html, xhtml, css, js, gif, GIF, jpg, JPG, ico, rdf

が許可されます。 

up_shop_filename 

ショップ管理室のファイル管理

でアップロードできるファイル

名 

入力された値が英数字と’_’で構成されるファイル名の場

合に 1(許可)、それ以外は undef(不可)を返します。拡

張子は html, xhtml, gif, GIF, jpg, JPG が許可されま

す。 

shop_image_file 

ショップ管理室のファイル管理

もしくは商品登録でアップロー

ドできる画像のフォーマット 

入力された値が GIF もしくは JPEG フォーマットの場

合に 1(許可)、それ以外は undef(不可)を返します。 

shop_text_file 

ショップ管理室のファイル管理

でアップロードできるテキスト

ファイルの内容 

mk_shop_filetextと同様です。 

email_or_tags 
メールアドレスもしくはテンプ

レートタグ 

入力された値がメールアドレスもしくはテンプレートタ

グの場合に 1(許可)、それ以外は undef(不可)を返しま

す。 

trusty_email 
メールアドレス(無料のメールア

ドレスを除く) 

入力された値が無料でないメールアドレスの場合に 

1(許可)、それ以外は undef(不可)を返します。 

next_url リダイレクト可能な URL 
入力された値がリダイレクト可能な URL の場合に 1(許

可)、それ以外は undef(不可)を返します。 

 
※ 入力チェックは最小限の条件で判定されるため、精度を保証するものではありません。 

※ 標準で用意されている入力チェックの機能が十分でない場合は、用途に応じて新しい入力チェック関数を追加

するか、もしくは local/plugins/ESP/SMS/Plugin/Untaint.pm内で既存の関数を再定義してご利用下さい。 

※ 入力チェック例の詳細は local/docs/00plugins.txtを参照して下さい。 
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13.5 _error.yml と_form.yml の書式 
 

_error.ymlの書式 

項目 値 説明 

 

fields: 
フォームパラメータ名： 半角英数字 フォームの入力パラメータ名 

属性 

desc: 文字列 項目名(日本語) 

note: 文字列 値の説明(日本語) 

type: 半角英数字 

入力チェック名 

複数指定する場合は.(ドット)でつなげて記述して

下さい。 

入力チェックは記述した順に判定されます。 

minlength: 半角数字 
最小文字数 

文字数を制限する場合に指定して下さい。 

maxlength: 半角数字 
最大文字数 

文字数を制限する場合に指定して下さい。 

minnumber: 半角数字 
最小値 

数値の大きさを制限する場合に指定して下さい。 

maxnumber: 半角数字 
最大値 

数値の大きさを制限する場合に指定して下さい。 

 

messages: 
undefined_type: 文字列 

入力チェック名が未設定の場合に表示されるエラ

ーメッセージ 

unsuitable: 文字列 
入力チェックの結果が偽の場合に表示されるエラ

ーメッセージ 

not_null: 文字列 
必須入力が未入力の場合に表示されるエラーメッ

セージ 

less_than_minlength: 文字列 

入力文字数が最小文字数に満たない場合に表示さ

れるエラーメッセージ 

minlength:を指定している場合にのみ有効です。 

greater_than_maxlength: 文字列 

入力文字数が最大文字数を越えた場合に表示され

るエラーメッセージ 

maxlength:を指定している場合にのみ有効です。 

not_numeric: 文字列 

入力数値が数値でない場合に表示されるエラーメ

ッセージ 

minnumber:もしくは maxnumber:を指定してい

る場合にのみ有効です。 

less_than_minnumber: 文字列 

入力数値が最小値に満たない場合に表示されるエ

ラーメッセージ 

minnumber:を指定している場合にのみ有効で

す。 

greater_than_maxnumber: 文字列 

入力数値が最大値を越えた場合に表示されるエラ

ーメッセージ 

maxnumber:を指定している場合にのみ有効で

す。 

入力チェック名: 文字列 

各入力チェックのエラーメッセージ 

指定しない場合は unsuitable:で指定したエラーメ

ッセージ(共通文)になります。 

 
※ 記述の際にインデントは 2スペースを使用して下さい。 

 


