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■１．概要
この WEB ツールは、ショッピングカート用 php スクリプトです。
php5 以上、HTML ファイルの文字コードが UTF-8 用のスクリプトです。
php が使用できる WEB サーバーに設置することで、簡単にショッピングカートを設置できます。
尚、サーバーで使用できる php のタイプ（モジュール版/CGI 版）により、幾つかアップロード不要なファイルがあります。
モジュール版
php の場合

●使用できる php がモジュール版（拡張子 .php）の場合は、下記の CGI 版用の
php はアップロード不要です。（さくらインターネットのスタンダード等）
…/cart.php
…/cart.cgi

-------------- アップロード不要(CGI 版用の php)

…/admin.php
…/admin.cgi

-------------- アップロード不要(CGI 版用の php)

（上記赤字以外は全てアップロード）
CGI 版
php の場合

●使用できる php が CGI 版（拡張子 .cgi）の場合は、下記のモジュール版用の
php はアップロード不要です。（XREA のコアサーバー等）
…/cart.php

--------------- アップロード不要(モジュール版用の php)

…/cart.cgi
…/admin.php

--------------- アップロード不要(モジュール版用の php)

…/admin.cgi
（上記赤字以外は全てアップロード）
※CGI 版の場合、サーバーによっては上記 cart.cgi と 各 admin.cgi の先頭
行の php パス（#!/usr/local/bin/php）が違う場合があります。この場合はこの
パスをサーバーの環境に合わせて変更して下さい。

■２．サーバーへの設置
この WEB ツールは、WEB サーバーが Apache で php を利用できるサーバー向けに制作されています。
サーバーへの設置は以下を参照してください。
【１】 解凍後、フォルダー内の内容をそのままサーバーの適当なフォルダーにアップロードします。
例）

lt-cartXXXX/

---->

http://example.com/cart/

(XXXX はバージョン番号)

CGI 版ｐｈｐを使用する場合、サーバーによっては、cart.cgi と 各 admin.cgi
（admin.cgi, wbsys/base/admin.cgi, wbsys/cart/admin.cgi） の先頭行の PHP パス
#!/usr/local/bin/php が違う場合があります。この場合はこのパスをサーバーに合わせて変更して下さい。
【２】サーバー設置時の各フォルダー・ファイルの属性（＝パーミッション）は以下 ( ) 内の通りです。
cart/ ----------------------├ l-tool.html -----------├ cart.php(.cgi) --------├ admin.php(.cgi) -------├ sample.html -----------├ tmp-xxxx.html ---------├ cart.css --------------├ .htaccess -------------├ img/ ------------------└ wbsys/ ----------------├ cart/ -------------│ ├ admin.php(.cgi)-│ ├ xxx.php.cgi ----│ ├ tmp-xxxx.html --│ └ data/ ----------├ base/ -------------│ ├ admin.php(.cgi)-│ ├ xxx.php.cgi ----│ ├ tmp-xxxx.html --│ └ data/ ----------├ lib/ --------------├ css/ --------------├ js/ ---------------└ extool/ ------------

(0755) 設置フォルダー（設置は php 設置可能な場所なら自由に可能）
(0644) L-TOOL フリーソフト設置確認用の HTML
(0755) カートメイン起動 PHP
(0755) 管理機能ジャンプ用起動 PHP
(0644) カートへ商品を入れるサンプル HTML
(0644) カートテンプレート HTML （デザインはこのファイルを修正）
(0644) カートテンプレート CSS （デザインはこのファイルを修正）
(0644) apache 設定ファイル
(0644) サンプル用の画像等
(07xx) システムフォルダー【※１】
(07xx) カート機能用フォルダー【※１】
(0755) カート設定機能メイン起動 PHP
(0644) 各種プログラム PHP
(0644) テンプレート用 HTML
( 自動生成フォルダー )
(07xx) 管理機能用フォルダー【※１】
(0755) 管理機能メイン起動 PHP
(0644) 各種プログラム PHP
(0644) テンプレート用 HTML
( 自動生成フォルダー )
(0755) 各種 PHP プログラムフォルダー
(0755) システムが使用している CSS
(0755) システムが使用している Javascript
(0755) 使用している他のフリーソフト

【補足】 cart.php(cgi), 各 admin.php(cgi) 等の起動 PHP は、サーバー推奨のファイル属性が (0755)
ではなく (0700) 等の場合は、サーバー推奨に合わせて設置して下さい。
【※１】 (07xx) は (0755) でエラーが出る場合は (0777) に設定して下さい。（ php の実行時ユーザーが
apache で実行されるサーバーの場合、 0755 ですと自動生成フォルダー等の生成でエラーが発生します）

※上記の設置で、ブラウザから以下のｐｈｐスクリプトが起動できます。
管理機能
→ http://.../cart/admin.php
ショッピングカート → http://.../cart/cart.php

( 又は admin.cgi)
( 又は cart.cgi)

■３．設定
システムをサーバーに設置後は、管理機能を起動し、以下の設定を行って下さい。
【１】管理機能の起動
・ブラウザから、管理機能を開いて下さい。
例）http://･････/cart/admin.php

(admin.cgi)

・最初のみ「初期セットアップ」画面が表示されます。
「設置 URL1」「設置 URL2」「管理者名」「管理者メールアドレス」「ログインＩＤ」「パスワード」等を設定して下さい。
設定後はログイン画面が表示されます。上記で設定した「ログインＩＤ」「パスワード」でログインして下さい。
・ログイン後は「管理ＴＯＰ」メニュー画面が表示されます。
最初に「管理ＴＯＰ ＞ ショッピングカートの管理 ＞ ショッピングカートの各種設定」をクリックし、
ショッピングカートの設定を行って下さい。

（クリック）

【２】カートの起動
管理機能より「ショッピングカートの設定」を行うと、カートが利用可能になります。
カートの動作確認は、sample.html をブラウザから開いて行えます。
・http://...../cart/sample.html

また、カートに商品を入れるＨＴＭＬタグ例も、sample.html をご覧下さい。

■４．デザイン変更
この WEB ツールは、テンプレートの HTML ファイルを編集する事により、デザインを自由に変更できるように設計され
ています。
【１】デザインの修正ファイル（テンプレート HTML ファイル）
ショッピングカートの各画面は以下のテンプレートファイルからできています。
（１）カートの内容
（２）必要事項の記入
（３）注文内容の確認
（４）注文完了

(
(
(
(

tmp-cart01.html
tmp-cart02.html
tmp-cart03.html
tmp-cart04.html

)
)
)
)

テンプレートの HTML ファイルを編集する場合は、システムの変換指定
##xxxxxxx## または <!--##xxxxxxx##-->

および、次画面、前画面に移動するための <form> タグを誤って削除してしまわないよう、注意して下さい。
この点さえ注意すれば、デザインは有る程度自由に変更する事ができます。

■５．クレジットカード決済
この WEB ツールは、カート最後の画面で、各カード決済代行会社のページへ移り、クレジットカード決済を行う、
「リンク方式」のクレジットカード決済にも対応しています。
【１】修正する場所と概要
クレジットカード決済を行うには、各カード決済代行会社に申し込み後、カード決済代行会社から連絡される、
リンク方式の HTML タグ設置方法に合わせて、tmp-cart04.html の以下部分を修正して下さい。
<!--☆☆ ここからリンク方式のカード決済用タグ☆☆ -->
：
<!--☆☆ ここまでリンク方式のカード決済用タグ☆☆ -->
また、tmp-cart04-card-tag-sample.txt には、実際のタグ設置例を掲載していますので、参考にして下さい。
基本的には、リンク方式のカード決済であれば、以下の変換指定を使用して、ほぼ各社のカード決済用タグに
対応できると思います。
（変換指定の種類）
##PAYMENT_ORDER_NUM##

--- 注文番号に置換

##PAYMENT_ITEM_NAME##

--- 代表商品名に置換

##PAYMENT_TOTAL_AMOUNT## --- 合計金額に置換
##PAYMENT_NAME1##

--- 注文者姓名の「姓」に置換

##PAYMENT_NAME2##

--- 注文者姓名の「名」に置換

##PAYMENT_TEL##

--- 注文者電話番号に置換

##PAYMENT_MAIL##

--- 注文者 E-mail に置換

##PAYMENT_ZIP1##

--- 郵便番号上３桁に置換

##PAYMENT_ZIP2##

--- 郵便番号下４桁に置換

##PAYMENT_KEN##

--- 住所の「都道府県」に置換

##PAYMENT_ADDR1##

--- 住所の「市区町村」に置換

##PAYMENT_ADDR2##

--- 住所の「町名、番地」に置換

##PAYMENT_ADDR3##

--- 住所の「建物名」に置換

【２】クレジットカード決済を行わない場合
クレジットカード決済を行わない場合は、「管理機能＞ショッピングカートの設定」の「支払方法」から
”クレジットカード”を削除して下さい。

■６．利用既定
このソフトウエアを利用する前に「利用規定」を確認し、内容に同意したうえでこのソフトウェアを利用し
てください。
【１】利用規定
（１）このソフトウェアは商用ウェブサイト・非商用ウェブサイトを問わず、自由に設置して利用できます。
（2）このソフトウェアの不具合等により利用者等に損害が発生した場合であっても、損害に対する賠償責任
は当方（制作者）には無いものとします。この点に同意したうえでこのソフトウェアを利用して下さい。
（3）このソフトウエアの著作権は当方（制作者）にありますが、パッケージ内に当方制作以外のフリーソフト
等が含まれている場合、そのフリーソフトの著作権・利用規約のみは各フリーソフトの規定となります。
【２】不具合に関して
このソフトウェアに不具合があった場合、個別の対応はできませんが、修正やバージョンアップの為、
ホームページのお問い合わせフォームより、不具合のご連絡を頂ければ幸いです。

■７．更新履歴
2016 年 10 月 13 日

[Ver4.1] 利用制限の解除。

2015 年 07 月 14 日

[Ver3.3] L-TOOL リンクの表示を修正。XHTML から HTML への修正。

2015 年 06 月 29 日

[Ver3.2] カード決済部分の修正。管理ＴＯＰメニューの修正。

2015 年 06 月 17 日

[Ver3.1] 制限解除キーの追加。クレジットカード決済の追加。各種不具合の修正。

2014 年 11 月 07 日

[Ver2.4] 選択項目２の不具合修正。選択項目に必須指定追加。

2014 年 03 月 26 日

[Ver2.3] 注文時の管理者宛メールの送信元を設定可能に修正。

2014 年 01 月 06 日

[Ver2.2] 注文時送信メール内の不具合修正。

2012 年 10 月 01 日

[Ver2.1] ショッピングカートシステムを l-tool cart として、フリーソフト提供開始。

2009 年 04 月

新規制作。

