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カスタマイズ方法
１ 管理画面の「デザイン管理」＞「スタイルシート編集」ページを表示します。
２ ベースにするテンプレートを選択後、「読み込む」ボタンを押してください。
※初期状態では、現在ご利用中のテンプレートが表示されています。

３ 「テンプレート名」を記入します。
４ スタイルシートを変更します。

※「プレビュー」ボタンをクリックすると、変更したスタイルシートがプレビュー表示されます（トップページのみ）。

５ 内容を入力後、「編集処理を完了する」ボタンを押してください。

変更したスタイルシートが完全に反映されない
スタイルシート変更直後にショップページを確認すると、変更前の画像と変更後のスタイルシートが混合された状態で表示される場合がござい
ます。これは変更前のキャッシュ（一時データ）が残っているためで、問題ございません。別の環境でご覧になられている方には正常に表示さ
れています。「デザイン管理」＞「テンプレート選択」ページへ進み、「設定処理を完了する」ボタンをクリックして、再度ページをご確認下
さい。
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ショップ全体

大外 #container
#container

トップページ

#container…ショップコンテンツ全体のid属性セレクタです。
このセレクタでは、ショップ全体（右図赤枠部分）に適用する基本文字サイズや背景を指定しています。
※スタイルシートはテンプレートによって異なります。このスタイルシートは「ブルースカイ」です。

カスタマイズのヒント
背景色を変更する
変更前
#container {
width: 860px;
background‑color: #FFFFFF;
font‑size: 12px;
}

変更後
#container {
width: 860px;
background‑color: #FFCCCC;
font‑size: 12px;
}
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ショップ全体

ヘッダー #header
#header

トップページ

#header…ショップコンテンツ上部ヘッダーのid属性セレクタです。
このセレクタでは、ショップ上部ヘッダー（右図赤枠部分）に適用する高さや背景画像を指定しています。
※スタイルシートはテンプレートによって異なります。このスタイルシートは「ブルースカイ」です。

カスタマイズのヒント
背景画像を変更する
変更前
#header {
width: 840px;
height: 65px;
background‑image: url(img/header‑bg.gif);
border‑bottom: 1px solid #FFFFFF;
margin: 0px;
padding: 10px;
}

変更後
#header {
width: 840px;
height: 65px;
background‑image: url(【画像URL】);
border‑bottom: 1px solid #FFFFFF;
margin: 0px;
padding: 10px;
}

※このセレクタはSSLによって保護されているページ（ショッピングカート・お問い合わせ等）にも適用されますので、
使用する画像URLは絶対パス（http://○○○.ocnk.net/data/demo/image/×××.jpg）ではなく、相対パス(image/×××.jpg)で記入して下さい。
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ショップ全体

ヘッダー下ライン #bline
トップページ

#bline…ヘッダー下部境界線のid属性セレクタです。
#bline
このセレクタでは、ショップ上部ヘッダー下ライン（右図赤枠部分）に適用する高さや背景色を
指定しています。
※スタイルシートはテンプレートによって異なります。このスタイルシートは「アプリコット」
です。

カスタマイズのヒント
ヘッダー下ラインの高さと背景色を変更する
変更前
#bline {
width: 860px;
height: 5px;
background‑color: #FF9966;
margin: 0px;
padding: 0px;
}

変更後
#bline {
width: 860px;
height: 15px;
background‑color: #333333;
margin: 0px;
padding: 0px;
}
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ショップ全体

キャッチコピー #copy
#copy

トップページ

#copy…ショップ名上部に表示されるキャッチフレーズのid属性セレクタです。
このセレクタでは、ショップ名上部キャッチフレーズ（右図赤枠部分）に適用する文字装飾、配置位置を指定しています。
キャッチフレーズ本文は管理画面の「デザイン管理」＞「画像とコメントの設定」で設定します。
※スタイルシートはテンプレートによって異なります。このスタイルシートは「ブルースカイ」です。

カスタマイズのヒント
文字色と背景色を変更する
変更前
#copy {
width: 855px;
background‑color: #FFFFFF;
border‑bottom: 1px solid #FFFFFF;
margin: 0px;
padding: 0px 0px 0px 5px;
font‑size: 10px;
font‑weight: bold;
color: #336699;
}

変更後
#copy {
width: 855px;
background‑color: #CC3333;
border‑bottom: 1px solid #FFFFFF;
margin: 0px;
padding: 0px 0px 0px 5px;
font‑size: 10px;
font‑weight: bold;
color: #FFFFFF;
}

8 / 90

ショップ全体

ショップロゴ画像の場合使用 .shoplogo
トップページ

.shoplogo…ショップ上部に表示されるショップ名画像のclass属性セレクタです。

.shoplogo

このセレクタでは、ショップ上部ショップ名画像（下図赤枠部分）に適用する配置位置を指定しています。
ショップ名画像は管理画面の「デザイン管理」＞「画像とコメントの設定」で登録します。
※スタイルシートはテンプレートによって異なります。このスタイルシートは「クリーンシャボン」です。

カスタマイズのヒント
背景画像を削除する
変更前
.shoplogo {
width: 280px;
height: 55px;
background‑image: url(img/logo̲bg.gif);
margin: 0px 0px 0px 10px;
padding: 20px 10px 0px;
}

変更後
.shoplogo {
width: 280px;
height: 55px;
background‑image: none;
margin: 0px 0px 0px 10px;
padding: 20px 10px 0px;
}
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ショップ全体

ショップロゴテキストの場合使用 .shoptext
トップページ

.shoptext…ショップ上部に表示されるショップ名のclass属性セレクタです。
このセレクタでは、ショップ上部ショップ名（右図赤枠部分）に適用する文字装飾や配置位置を指定していま
す。ショップ名画像を登録しない場合の、テキスト表示用セレクタです。
ショップ名変更は管理画面の「ショップ基本設定」＞「登録情報変更」でおこないます。
※スタイルシートはテンプレートによって異なります。このスタイルシートは「ブルースカイ」です。

.shoptezt
.shoptext

カスタマイズのヒント
文字色を変更する
変更前

変更後

.shoptext {
width: 350px;
margin: 15px 0px 0px 5px;
font‑weight: bold;
float: left;
}

.shoptext {
width: 350px;
margin: 15px 0px 0px 5px;
font‑weight: bold;
float: left;
}

.shoptext A:link {
color: #FFFFFF;
}

.shoptext A:link {
color: #FFFF00;
}

.shoptext A:active {
color: #FFFFFF;
}

.shoptext A:active {
color: #FFFF00;
}

.shoptext A:visited {
color: #FFFFFF;
}

.shoptext A:visited {
color: #FFFF00;
}

.shoptext A:hover {
color: #FFFFFF;
}

.shoptext A:hover {
color: #FFFF00;
}

※おちゃのこネットのスタイルシートでは、全体に設定した共通リンク色（bodyの項をご覧下さい）の他に、デザイン上 、箇所によって独自リンク色を設定しているセレクタがあります。
ショップ名リンクは、こちらの指定が優先されます。
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ショップ全体

サブナビゲーション .subnavi

.subnavi…ショップ上部に表示される「ご利用案内」「お問い合わせ」「商品検索」を包括するclass属性セレクタです。
トップページ

このセレクタでは、ショップ上部「ご利用案内」「お問い合わせ」「商品検索」（右図赤枠部分）に適用する
背景色、背景画像、配置位置を指定しています。
※スタイルシートはテンプレートによって異なります。このスタイルシートは「ブルースカイ」です。

カスタマイズのヒント

.subnavi

背景色を変更する
変更前
.subnavi {
width: 450px;
background‑color: #499AC4;
border: 1px solid #529DC3;
padding: 10px;
float: left;
color: #FFFFFF;
}

変更後
.subnavi {
width: 450px;
background‑color: #FF6600;
border: 1px solid #529DC3;
padding: 10px;
float: left;
color: #FFFFFF;
}

※おちゃのこネットのスタイルシートでは、全体に設定した共通リンク色（bodyの項をご覧下さい）の他に、デザイン上 、箇所によって独自リンク色を設定しているセレクタがあります。
サブナビゲーションリンクは、こちらの指定が優先されます。
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ショップ全体

ご利用案内アイコン .subicon01 ￨ お問い合わせアイコン .subicon02
トップページ

.subicon01…サブナビゲーション内「ご利用案内」のclass属性セレクタです。
.subicon02…サブナビゲーション内「お問い合わせ」のclass属性セレクタです。

.subicon01 .subicon02

このセレクタでは、ショップ上部「ご利用案内」「お問い合わせ」（右図赤枠部分）に適用するアイコ
ン画像を指定しています。
※スタイルシートはテンプレートによって異なります。このスタイルシートは「ブルースカイ」です。

カスタマイズのヒント
「ご利用案内」のアイコン画像を変更する
変更前
.subicon01 {
height: 15px;
background‑image: url(img/icon01.gif);
background‑repeat: no‑repeat;
background‑position: left center;
padding‑left: 15px;
}

変更後
.subicon01 {
height: 15px;
background‑image: url(【画像URL】);
background‑repeat: no‑repeat;
background‑position: left center;
padding‑left: 15px;
}

※このセレクタはSSLによって保護されているページ（ショッピングカート・お問い合わせ等）にも適用されますので、
使用する画像URLは絶対パス（http://○○○.ocnk.net/data/demo/image/×××.jpg）ではなく、相対パス(image/×××.jpg)で記入して下さい。
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ショップ全体

その他順行系アイコン .subicon03
ショッピングカート

.subicon03…ショップ内順行リンクポイントのclass属性セレクタです。
このセレクタでは、ショップ内の順行リンクポイントに表示するアイコン画像を指定しています。
※スタイルシートはテンプレートによって異なります。このスタイルシートは「ブルースカイ」です。

ここに適用されています
ショッピングカート
ログインボックス
マイページ

「買い物を続ける」「パスワードを忘れた方」「送り主・お届け先の選択」へのリンク
「新規会員登録」「パスワードを忘れた方」「マイページ」へのリンク
「お客様情報変更」「お客様情報削除」「購入履歴確認」「送り主登録、変更、削除」
「お届け先登録、変更、削除」へのリンク

カスタマイズのヒント
ログインボックスのみアイコン画像を変更する
.subicon03
スタイルシートに追加します
.member .subicon03 {
height: 15px;
background‑image: url(【画像URL】);
background‑repeat: no‑repeat;
background‑position: left center;
padding‑left: 15px;
}

.subicon03

.subicon03

.subicon03

※.memberセレクタ（ログインボックス）内の.subicon03セレクタのみを指定しています。こちらの指定が優先されます。
※このセレクタはSSLによって保護されているページ（ショッピングカート・お問い合わせ等）にも適用されますので、
使用する画像URLは絶対パス（http://○○○.ocnk.net/data/demo/image/×××.jpg）ではなく、相対パス(image/×××.jpg)で記入して下さい。
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ショップ全体

画面を閉じるアイコン .subicon04
パスワードのお問い合わせ

.subicon04…ポップアップウィンドウ「画面を閉じる」のclass属性セレクタです。
このセレクタでは、ポップアップウィンドウの「画面を閉じる」に表示するアイコン画像を指定してい
ます。
※スタイルシートはテンプレートによって異なります。このスタイルシートは「ブルースカイ」です。

ここに適用されています
ショッピングカート

「パスワードのお問い合わせ」

ログインボックス

「パスワードのお問い合わせ」

マイページ
商品詳細

「お客様情報登録」「お客様情報変更」「お届け先情報登録」「お届け先情報変更」
「送り主情報登録」「送り主情報変更」

.subicon04

「バリエーション在庫一覧」

カスタマイズのヒント
アイコン画像を変更する
変更前
.subicon04 {
height: 15px;
background‑image: url(img/icon̲winclose.gif);
background‑repeat: no‑repeat;
background‑position: left center;
padding‑left: 15px;
}

変更後
.subicon04 {
height: 15px;
background‑image: url(【画像URL】);
background‑repeat: no‑repeat;
background‑position: left center;
padding‑left: 15px;
}

※このセレクタはSSLによって保護されているページ（ショッピングカート・お問い合わせ等）にも適用されますので、
使用する画像URLは絶対パス（http://○○○.ocnk.net/data/demo/image/×××.jpg）ではなく、相対パス(image/×××.jpg)で記入して下さい。
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横幅ボックス

左、右用枠160 .side̲box ￨ 中央用枠500 .center̲box
トップページ

.side̲box…トップページコンテンツ右エリア、左エリアのclass属性セレクタです。
.center̲box…トップページコンテンツ中央エリアのclass属性セレクタです。
このセレクタでは、トップページ（右図赤枠部分）に適用する各コンテンツの横幅を指定しています。
※スタイルシートはテンプレートによって異なります。このスタイルシートは「フォレスト」です。

#side̲box
#center̲box

#side̲box

カスタマイズのヒント
右エリア・左エリア幅を変更して余白を作る
変更前
.side̲box {
width: 160px;
margin: 0px 0px 10px 0px;
padding: 0px;
}

変更後
.side̲box {
width: 155px;
margin: 0px 5px 10px 0px;
padding: 0px;
}
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左領域（左メニュー）

カテゴリ一覧タイトル .category̲title ￨ カテゴリ一覧部分 .category̲list
トップページ

.category̲title/.category̲list…商品カテゴリ一覧枠のclass属性セレクタです。
このセレクタでは、左メニュー商品カテゴリ一覧枠（右図赤枠部分）に適用する文字装飾、背景色、背景画像を指定しています。
※スタイルシートはテンプレートによって異なります。このスタイルシートは「ブルースカイ」です。

.category̲title

カスタマイズのヒント
タイトルの文字色と背景画像を変更する
変更前
.category̲title {
width: auto;
height: 20px;
margin: 5px 0px 0px 0px;
padding: 5px 0px 0px 18px;
background‑image: url(img/menu̲bg01.gif);
}

変更後

.category̲list

.category̲title {
width: auto;
height: 20px;
margin: 5px 0px 0px 0px;
padding: 5px 0px 0px 18px;
background‑image: url(【画像URL】);
}
.category̲title h3 {
font‑size: 12px;
color: #FFFF00;
margin: 0px;
padding: 0px;
}

※.cotegory̲titleセレクタ（タイトル）内のh3セレクタ（右、左エリアのタイトルに共通）のみを指定しています。こちらの指定が優先されます。
※このセレクタはSSLによって保護されているページ（ショッピングカート・お問い合わせ等）にも適用されますので、
使用する画像URLは絶対パス（http://○○○.ocnk.net/data/demo/image/×××.jpg）ではなく、相対パス(image/×××.jpg)で記入して下さい。
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左領域（左メニュー）

親カテゴリの色 .mcategory
トップページ

.mcategory…商品カテゴリ一覧枠に表示される親カテゴリのclass属性セレクタです。
このセレクタでは、商品カテゴリ一覧枠親カテゴリ（右図赤枠部分）に適用するリンク色を指定しています。
※スタイルシートはテンプレートによって異なります。このスタイルシートは「ブルースカイ」です。

カスタマイズのヒント
.mcategory

リンク色を変更する
変更前

変更後

.mcategory A:link {
color: #000000;
}

.mcategory A:link {
color: #D93600;
}

.mcategory A:active {
color: #000000;
}

.mcategory A:active {
color: #D93600;
}

.mcategory A:visited {
color: #000000;
}

.mcategory A:visited {
color: #D93600;
}

.mcategory A:hover {
color: #666666;
}

.mcategory A:hover {
color: #D93600;
}

※おちゃのこネットのスタイルシートでは、全体に設定した共通リンク色（bodyの項をご覧下さい）の他に、デザイン上 、箇所によって独自リンク色を設定しているセレクタがあります。
親カテゴリリンクは、こちらの指定が優先されます。
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左領域（左メニュー）

特集タイトル .pickup̲category̲title ￨ 特集内容 .pickup̲category̲list
トップページ

.pickup̲category̲title/.pickup̲category̲list…特集枠のclass属性セレクタです。
このセレクタでは、左メニュー特集枠（右図赤枠部分）に適用する文字装飾、背景色、背景画像を指定しています。
※スタイルシートはテンプレートによって異なります。このスタイルシートは「ブルースカイ」です。

カスタマイズのヒント
リンク色を変更する
.pickup̲category̲title
変更前
.pickup̲category̲list {
width: auto;
background‑image: url(img/menu̲bg01̲middle.gif);
margin: 0px;
padding: 5px 10px 0px 0px;
color: #000000;
font‑weight: bold;
}

変更後
.pickup̲category̲list {
width: auto;
background‑image: url(img/menu̲bg01̲middle.gif);
margin: 0px;
padding: 5px 10px 0px 0px;
color: #000000;
font‑weight: bold;
}

.pickup̲category̲list

.pickup̲category̲list A:link {
color: #CC3333;
}
.pickup̲category̲list A:active {
color: #CC3333;
}
.pickup̲category̲list A:visited {
color: #CC3333;
}
.pickup̲category̲list A:hover {
color: #CC3333;
}

※おちゃのこネットのスタイルシートでは、全体に設定した共通リンク色（bodyの項をご覧下さい）の他に、デザイン上 、箇所によって独自リンク色を設定しているセレクタがあります。
特集リンクは、こちらの指定が優先されます。
※画像の変更方法は.category̲titleの項をご覧下さい。
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左領域（左メニュー）

ナビゲーション .navi
トップページ

.navi…各コンテンツへのリンクボタンを包括するclass属性セレクタです。
このセレクタでは、左メニュー「特定商取引法表示」「店長日記」「リンク集」「掲示板」「フリーページ」（右図赤枠部分）に適用するリンク、
右下「yahooオークション」「楽天オークション」「ビッダーズオークション」リンクに適用する文字装飾、背景色、背景画像を一括指定しています。
これらの指定は個別指定もできます（.shop/.diary/.link/.bbs/.free̲menu/.yahoo/.rakuten/.biddersの項をご覧下さい）。
※スタイルシートはテンプレートによって異なります。このスタイルシートは「フローラル」です。

カスタマイズのヒント
.shop（ショップ通信）から.bidders（ビッダーズオークション）まで、コメントアウト（「/*」〜「*/」で囲む）することにより、個別指定
が無効になります。.navi A:link/.navi A:active/.navi A:visited/.navi A:hoverで一括指定する場合は必ずコメントアウトして下さい。

変更前
/* ショップ通信 */
.shop {
width: auto;
height: 23px;
margin: 0px 0px 1px;
padding: 7px 0px 0px 15px;
background‑image: url(img/menu̲bg02.gif);
}

変更後
/* ショップ通信
.shop {
width: auto;
height: 23px;
margin: 0px 0px 1px;
padding: 7px 0px 0px 15px;
background‑image: url(img/menu̲bg02.gif);
} */

.navi

※.diary/.link/.bbs/.free̲menu/.yahoo/.rakuten/.biddersセレクタも同様に変更します。
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左領域（左メニュー）

ショップ通信 .shop ￨ 店長日記 .diary ￨ リンク集 .link ￨ 掲示板 .bbs ￨ フリー .free̲menu
トップページ

.shop…「特定商取引法表示」リンク個別のclass属性セレクタです。
.diary…「店長日記」リンク個別のclass属性セレクタです。
.link…「リンク集」リンク個別のclass属性セレクタです。
.bbs…「掲示板」リンク個別のclass属性セレクタです。
.free̲menu…フリーページリンク個別のclass属性セレクタです。
このセレクタでは、左メニュー「特定商取引法表示」「店長日記」「リンク集」「掲示板」フリーページリンク（右図赤枠部分）に適用する文字装
飾、背景色、背景画像を個別指定しています。これらの指定は一括指定もできます（.naviの項をご覧下さい）。
※スタイルシートはテンプレートによって異なります。このスタイルシートは「ブルースカイ」です。

カスタマイズのヒント
「特定商取引法表示」の背景画像を変更する
変更前
.shop {
width: auto;
height: 20px;
margin: 0px 0px 1px;
padding: 5px 0px 0px 18px;
background‑image: url(img/menu̲bg02.gif);
}

変更後
.shop {
width: auto;
height: 20px;
margin: 0px 0px 1px;
padding: 5px 0px 0px 18px;
background‑image: url(【画像URL】);
}

.shop
.diary
.link
.bbs
.free̲menu
.free̲menu

※このセレクタはSSLによって保護されているページ（ショッピングカート・お問い合わせ等）にも適用されますので、
使用する画像URLは絶対パス（http://○○○.ocnk.net/data/demo/image/×××.jpg）ではなく、相対パス(image/×××.jpg)で記入して下さい。
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左領域（左メニュー）

yahooオークション .yahoo ￨ 楽天オークション .rakuten ￨ ビッダーズオークション .bidders

※この項目は右領域に表示されます

トップページ

.yahoo…「yahooオークション」リンク個別のclass属性セレクタです。
.rakuten…「楽天オークション」リンク個別のclass属性セレクタです。
.bidders…「ビッダーズオークション」リンク個別のclass属性セレクタです。
このセレクタでは、トップページ「yahooオークション」「楽天オークション」「ビッダーズオークション」リンク（右図赤枠部分）に適用する背景
色、背景画像を個別指定しています。これらの指定は一括指定もできます（.naviの項をご覧下さい）。
「yahooオークション」「楽天オークション」「ビッダーズオークション」のリンク先は管理画面の「コンテンツページ管理」＞「オークションリン
ク設定」で登録します。
※スタイルシートはテンプレートによって異なります。このスタイルシートは「ブルースカイ」です。

カスタマイズのヒント
「yahooオークション」の背景画像を変更する
変更前
.yahoo {
width: auto;
height: 22px;
margin: 0px 0px 4px;
padding: 8px 0px 0px 20px;
background‑image: url(img/menu̲bg04.gif);
}

変更後
.yahoo {
width: auto;
height: 22px;
margin: 0px 0px 4px;
padding: 8px 0px 0px 20px;
background‑image: url(【画像URL】);
}

.yahoo
.rakuten
.bidders
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左領域（左メニュー）

オークションリンク文字サイズ .yahoo A:link ￨ .rakuten A:link ￨ .bidders A:link
トップページ

.yahoo A:link…「yahooオークション」リンク個別のclass属性セレクタです。
.rakuten A:link…「楽天オークション」リンク個別のclass属性セレクタです。
.bidders A:link…「ビッダーズオークション」リンク個別のclass属性セレクタです。
このセレクタでは、「yahooオークション」「楽天オークション」「ビッダーズオークション」リンクの文字装飾を指定しています。こちらのセレク
タでは改行をふせぐために、文字サイズを個別指定しています。
※スタイルシートはテンプレートによって異なります。このスタイルシートは「ブルースカイ」です。

カスタマイズのヒント

「yahooオークション」のリンク色を変更する
変更前
.yahoo A:link {
font‑size: 10px;
}
.yahoo A:active {
font‑size: 10px;
}
.yahoo A:visited {
font‑size: 10px;
}
.yahoo A:hover {
font‑size: 10px;
}

変更後
.yahoo A:link {
font‑size: 10px;
color: #000000;
}
.yahoo A:active {
font‑size: 10px;
color: #000000;
}
.yahoo A:visited {
font‑size: 10px;
color: #000000;
}
.yahoo A:hover {
font‑size: 10px;
color: #000000;
}

.yahoo A:link
.rakuten A:link
.bidders A:link

※おちゃのこネットのスタイルシートでは、全体に設定した共通リンク色（bodyの項をご覧下さい）の他に、デザイン上 、箇所によって独自リンク色を設定しているセレクタがあります。
オークションリンクは、こちらの指定が優先されます。
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左領域（左メニュー）

カートタイトル .shopc̲title ￨ カートの中身大枠 .shopc̲list
トップページ

.shopc̲title/.shopc̲list…ショッピングカート、ログインボックスのclass属性セレクタです。
.shopc̲title/.shopc̲listセレクタでは、左メニューショッピングカートやログインボックス（右図赤枠部分）に適用する文字装飾、背景色、背景
画像を一括指定しています。
※スタイルシートはテンプレートによって異なります。このスタイルシートは「ブルースカイ」です。

.shopc̲title

カスタマイズのヒント
タイトルの背景画像と文字色を変更する
変更前
.shopc̲title {
width: auto;
height: 20px;
margin: 0px;
padding: 5px 0px 0px 15px;
background‑image: url(img/menu̲bg03.gif);
}

.shopc̲list

.shopc̲title

.shopc̲list

変更後
.shopc̲title {
width: auto;
height: 20px;
margin: 0px;
padding: 5px 0px 0px 15px;
background‑image: url(【画像URL】);
}

※このセレクタはSSLによって保護されているページ（ショッピングカート・お問い合わせ等）にも適用されますので、
使用する画像URLは絶対パス（http://○○○.ocnk.net/data/demo/image/×××.jpg）ではなく、相対パス(image/×××.jpg)で記入して下さい。
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左領域（左メニュー）

ログインボックス .member
トップページ

.member…ログインボックスを包括するclass属性セレクタです。
.shopc̲title/.shopc̲listセレクタの上に、ログインボックスのみを包括する.memberセレクタがあります。ログインボックス独自の指定をする場
合、こちらのセレクタを利用します。
※スタイルシートはテンプレートによって異なります。このスタイルシートは「ブルースカイ」です。

カスタマイズのヒント
ログインボックスタイトルの背景画像を変更する
スタイルシートに追加します
.member .shopc̲title {
width: auto;
height: 20px;
margin: 0px;
padding: 5px 0px 0px 15px;
background‑image: url(【画像URL】);
}

.shopc̲title

.shopc̲list

.member

※.memberセレクタ（ログインボックス）内の.shopc̲titleセレクタ（タイトル）のみを指定しています。こちらの指定が優先されます。
※このセレクタはSSLによって保護されているページ（ショッピングカート・お問い合わせ等）にも適用されますので、
使用する画像URLは絶対パス（http://○○○.ocnk.net/data/demo/image/×××.jpg）ではなく、相対パス(image/×××.jpg)で記入して下さい。
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左領域（左メニュー）

カートの中身タイトル .shopc̲in̲title ￨ カートの中身商品リスト .shopc̲in ￨ レジに行く .shopc̲go
トップページ

.shopc̲in̲title…ショッピングカート「カートの中身」のclass属性セレクタです。
.shopc̲in/.shopc̲go…ショッピングカート、ログインボックス内のclass属性セレクタです。
このセレクタでは、左メニュー「カートの中身」（右図赤枠部分）に適用する文字装飾、アイコン画像、ショッピングカートやログインボックスの
文字装飾、背景色、背景画像、リンク色を指定しています。
※スタイルシートはテンプレートによって異なります。このスタイルシートは「ブルースカイ」です。

.shopc̲in

カスタマイズのヒント
リンク色を変更する
変更前
.shopc̲in {
width: auto;
background‑color: #E6FFEE;
border‑bottom: 1px solid #99CC99;
margin: 0px 11px 1px 5px;
padding: 5px;
font‑size: 10px;
}

.shopc̲in̲title

.shopc̲go
変更後
.shopc̲in {
width: auto;
background‑color: #E6FFEE;
border‑bottom: 1px solid #99CC99;
margin: 0px 11px 1px 5px;
padding: 5px;
font‑size: 10px;
}

.shopc̲in
.shopc̲in
.shopc̲go

.shopc̲in A:link {
color: #CC3333;
}
.shopc̲in A:active {
color: #CC3333;
}
.shopc̲in A:visited {
color: #CC3333;
}
.shopc̲in A:hover {
color: #CC3333;
}
※おちゃのこネットのスタイルシートでは、全体に設定した共通リンク色（bodyの項をご覧下さい）の他に、
デザイン上 、箇所によって独自リンク色を設定しているセレクタがあります。
カートの中身リンクは、こちらの指定が優先されます。
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メインコンテンツ領域

メイン写真 #photo
トップページ

#photo…トップ画像のid属性セレクタです。

#photo

このセレクタでは、トップページトップ画像（右図赤枠部分）に適用する配置位置を指定しています。
トップ画像は管理画面の「デザイン管理」＞「画像とコメントの設定」で登録します。
※スタイルシートはテンプレートによって異なります。このスタイルシートは「ブルースカイ」です。
※トップ画像を背景画像に使用しているテンプレートでは、こちらのセレクタは無効になります。無効になるテンプレートは管理画面の
「デザイン管理」＞「テンプレート選択」の「FLASHが使用できない、トップ画像サイズが異なるテンプレート」をご参照下さい。

カスタマイズのヒント
おちゃのこネットスタイルシートではこちらのセレクタのカスタマイズを推奨しておりません。
レイアウトが崩れる恐れがあります。
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メインコンテンツ領域

左td #lefttd ￨ 中央td #centertd ￨ 右td #righttd
トップページ

#lefttd…左エリアを包括するid属性セレクタです。
#centertd…中央エリアを包括するid属性セレクタです。
#righttd…右エリアを包括するid属性セレクタです。

#lefttd
#centertd

#righttd

このセレクタでは、トップページ左エリア、中央エリア、右エリア（右図赤枠部分）に適用する配置位置を指定しています。
※スタイルシートはテンプレートによって異なります。このスタイルシートは「ブルースカイ」です。

カスタマイズのヒント
おちゃのこネットスタイルシートではこちらのセレクタのカスタマイズを推奨しておりません。
レイアウトが崩れる恐れがあります。
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メインコンテンツ領域

内部ページtd #pagetd
商品一覧

#pagetd…トップページ以下内部ページのメインコンテンツ領域を包括するid属性セレクタです。
このセレクタでは、内部ページメインコンテンツ領域（右図赤枠部分）に適用する背景色、背景画像を指
定しています。
※スタイルシートはテンプレートによって異なります。このスタイルシートは「アプリコット」です。

#pagetd

カスタマイズのヒント
背景画像を変更する
変更前
#pagetd {
background‑color: #FFF4F4;
}

変更後
#pagetd {
background‑image: url(【画像URL】);
}

※このセレクタはSSLによって保護されているページ（ショッピングカート・お問い合わせ等）にも適用されますので、
使用する画像URLは絶対パス（http://○○○.ocnk.net/data/demo/image/×××.jpg）ではなく、
相対パス(image/×××.jpg)で記入して下さい。
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メインコンテンツ領域

写真影 .photo̲line̲80 ￨ .photo̲line̲140 ￨ .photo̲line̲250 ￨ .photo̲line
商品詳細

.photo̲line̲80/.photo̲line̲140/.photo̲line̲250/.photo̲line…商品画像のclass属性セレクタです。
このセレクタでは、商品画像に適用する影（装飾）を指定しています。
※スタイルシートはテンプレートによって異なります。このスタイルシートは「ブルースカイ」です。

.photo̲line̲250

ここに適用されています
.photo̲line̲80

.photo̲line̲250

トップページ

商品画像（サムネイル）

商品一覧

商品画像（サムネイル）

商品画像

.photo̲line
ショッピングカート

.photo̲line̲140
商品詳細

商品詳細

マイページ

「他の写真」商品画像

商品画像（サムネイル）

.photo̲line̲140

「購入履歴詳細」商品画像（サムネイル）

カスタマイズのヒント

ショッピングカート

トップページ・商品一覧サムネイルの写真影を削除する
変更前
.photo̲line̲80 {
width: 80px;
height: auto;
border‑right: 1px solid #CCCCCC;
border‑bottom: 1px solid #CCCCCC;
margin: 0px;
padding: 0px;
}

変更後
.photo̲line̲80 {
width: 80px;
height: auto;
border‑right: 0px solid #CCCCCC;
border‑bottom: 0px solid #CCCCCC;
margin: 0px 1px 1px 0px;
padding: 0px;
}

.photo̲line
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メインコンテンツ領域

リンク用枠 .link̲bot̲box
ショッピングカート

.link̲bot̲box…フォームボタンを包括するclass属性セレクタです。
このセレクタでは、ショッピングカート下部フォームボタン背景（右図赤枠部分）などに適用するサイズ、背景色を指定しています。
※スタイルシートはテンプレートによって異なります。このスタイルシートは「ブルースカイ」です。

ここに適用されています
「お客様情報登録/変更/削除」「お届け先情報登録/変更/削除」
「送り主情報登録/変更/削除」下部フォームボタン

ショッピングカート

下部フォームボタン

マイページ

お問い合わせ

下部フォームボタン

パスワードのお問い合わせ

下部フォームボタン

.link̲bot̲box

カスタマイズのヒント
背景色を変更する
変更前
.link̲bot̲box {
width: auto;
padding: 5px;
margin: 5px 200px 5px 200px;
background‑color: #66CC66;
text‑align: center;
}

変更後

お問い合わせ

.link̲bot̲box {
width: auto;
padding: 5px;
margin: 5px 200px 5px 200px;
background‑color: #CC3333;
text‑align: center;
}

.link̲bot̲box
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メインコンテンツ領域

トップテーブル幅 .auto

.auto…レイアウト崩れを防ぐためのclass属性セレクタです。

#photo

このセレクタでは、レイアウト崩れを防ぐためにコンテンツの横幅を指定しています。

カスタマイズのヒント
おちゃのこネットスタイルシートではこちらのセレクタのカスタマイズを推奨しておりません。
レイアウトが崩れる恐れがあります。
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トップページ中央エリア

Welcome 大枠上 .welcome̲top ￨ 大枠中 .welcome̲middle ￨ 大枠下 .welcome̲bottom ￨ 写真 .photo̲welcome

.welcome̲top/.welcome̲middle/.welcome̲bottom…Welcome(いらっしゃいませ)枠、店長日記枠のclass属性セレクタです。
.photo̲welcome…Welcome(いらっしゃいませ)枠、店長日記画像のclass属性セレクタです。
トップページ

このセレクタでは、トップページ（右図赤枠部分）に適用するWelcome(いらっしゃいませ)枠、店長日記枠の文字装飾、
背景色、背景画像、リンク色、写真配置位置を指定しています。
※タイトル文字を包括する.welcome̲topセレクタの内側に、.text‑bold‑bセレクタが挿入されています。タイトル文字
の指定はこちらが優先されます。
※スタイルシートはテンプレートによって異なります。このスタイルシートは「ブルースカイ」です。

右エリアに表示にご注意
トップページに掲載するコンテンツは、管理画面の「デザイン管理」＞「表示とレイアウトの設定」で表示位置
を変更できます。Welcome(いらっしゃいませ)枠、店長日記枠を右エリア表示に切り替えるとデザインが崩れる
場合、別途指定します。

スタイルシートに追加します
#righttd .welcome̲top {
width: auto;
background‑image: url(【画像URL】);
margin: 0px;
padding: 5px 5px 0px 5px;
}

.welcome̲top
.welcome̲middle

.photo̲welcome

.welcome̲bottom
.welcome̲top
.welcome̲middle

.photo̲welcome

.welcome̲bottom

#righttd .welcome̲middle {
width: auto;
background‑image: url(【画像URL】);
margin: 0px;
padding: 10px;
color: #FFFFFF;
}
#righttd .welcome̲bottom {
width: auto;
height: 15px;
background‑image: url(【画像URL】);
margin: 0px;
padding: 0px;
}
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トップページ中央エリア

最新情報 大枠上 .whatnew̲top ￨ 大枠中 .whatnew̲middle ￨ 大枠下 .whatnew̲bottom
トップページ

.whatnew̲top/.whatnew̲middle/.whatnew̲bottom…What's

New(最新情報)枠のclass属性セレクタです。

このセレクタでは、トップページWhat's New(最新情報)枠（右図赤枠部分）に適用する文字装飾、背景色、背景画像、リンク色を指定し
ています。
※スタイルシートはテンプレートによって異なります。このスタイルシートは「ブルースカイ」です。

カスタマイズのヒント
タイトルの背景画像、文字色、リンク色を変更する
変更前
.whatnew̲top {
width: auto;
background‑image: url(img/what̲top̲bg.gif);
margin: 0px;
padding: 8px 5px 0px 8px;
font‑size: 14px;
font‑weight: bold;
}

.whatnew̲middle

変更後
.whatnew̲top {
width: auto;
background‑image: url(【画像URL】);
margin: 0px;
padding: 8px 5px 0px 8px;
font‑size: 14px;
font‑weight: bold;
color: #FFFFFF;
}

.whatnew̲top
.whatnew̲bottom

.whatnew̲middle A:link {
color: #CC3333;
}
.whatnew̲middle A:active {
color: #CC3333;
}
.whatnew̲middle A:visited {
color: #CC3333;
}
.whatnew̲middle A:hover {
color: #CC3333;
}

※おちゃのこネットのスタイルシートでは、全体に設定した共通リンク色（bodyの項をご覧下さい）の他に、デザイン上 、箇所によって独自リンク色を設定しているセレクタ
があります。What's Newリンクは、こちらの指定が優先されます。
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トップページ中央エリア

スタイル1 大枠上 .style1̲top ￨ 大枠中 .style1̲middle ￨ 大枠下 .style1̲bottom ￨ コピー .style1̲copy
トップページ

.style1̲top/.style1̲middle/.style1̲bottom…新商品（New Item）枠、おすすめ商品枠のclass属性セレクタです。
.style1̲copy…新商品（New Item）枠、おすすめ商品枠コメントのclass属性セレクタです。
このセレクタでは、トップページ新商品枠、オススメ商品枠中央エリア表示時（右図赤枠部分）に適用する文字装飾、背景色、背景画像
を指定しています。
コピー（新商品コメント、オススメコメント）は管理画面の「デザイン管理」＞「画像とコメントの設定」で登録します。
※スタイルシートはテンプレートによって異なります。このスタイルシートは「ブルースカイ」です。

カスタマイズのヒント
タイトルの背景画像と文字色を変更する
.style1̲top
変更前

変更後

.style1̲top {
width: 460px;
height: 25px;
background‑image: url(img/top̲title̲bg01.gif);
margin: 0px;
padding: 10px 10px 0px 20px;
font‑size: 14px;
font‑weight: bold;
color: #FFFFFF;
}

.style1̲top {
width: 460px;
height: 25px;
background‑image: url(【画像URL】);
margin: 0px;
padding: 10px 10px 0px 20px;
font‑size: 14px;
font‑weight: bold;
color: #000000;
}

.style1̲copy
.style1̲middle

.style1̲bottom

※.style1̲middleセレクタ、.style1̲bottomセレクタの背景画像変更方法も同様に行います。
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トップページ中央エリア

スタイル1 各テーブル枠上 .style1̲table̲top ￨ 枠中 .style1̲table̲middle ￨ 枠下 .style1̲table̲bottom

.style1̲table̲top/.style1̲table̲middle/.style1̲table̲bottom…新商品（New

Item）枠、おすすめ商品枠内、商品テーブル枠のclass属性セレクタです。

トップページ

このセレクタでは、トップページ新商品枠、オススメ商品枠中央エリア表示時内の商品テーブル枠（右図赤枠
部分）に適用する文字装飾、背景色、背景画像を指定しています。
※スタイルシートはテンプレートによって異なります。このスタイルシートは「ブルースカイ」です。

.style1̲table̲top

カスタマイズのヒント

.style1̲table̲middle

背景色を変更する
変更前
.style1̲table̲middle {
width: auto;
background‑color: #FFFFFF;
margin: 5px;
padding: 5px;
}

変更後
.style1̲table̲middle {
width: auto;
background‑color: #336699;
margin: 5px;
padding: 5px;
}

.style1̲table̲bottom
.style1̲table̲top
.style1̲table̲middle
.style1̲table̲bottom
.style1̲table̲top
.style1̲table̲middle
.style1̲table̲bottom
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トップページ中央エリア

スタイル1 テーブル .style1̲table ￨ 写真 .style1̲photo ￨ 説明 .style1̲text

.style1̲table/.style1̲photo/.style1̲text…新商品（New

Item）枠、おすすめ商品枠内、商品テーブルのclass属性セレクタです。

.style1̲tableセレクタでは、トップページ新商品枠、オススメ商品枠中央エリア表示時内の商品テーブル枠（下図赤枠部分）に適用する横幅や背景色を指定しています。
.style1̲photoセレクタでは、トップページ新商品枠、オススメ商品枠中央エリア表示時内（下図赤枠部分）、商品一覧ページ（下図赤枠部分）に適用する写真配置位置を指定しています。
.style1̲textセレクタでは、トップページ新商品枠、オススメ商品枠中央エリア表示時内（下図赤枠部分）、商品一覧ページ（下図赤枠部分）に適用する背景色や文字装飾を指定しています。
※スタイルシートはテンプレートによって異なります。このスタイルシートは「ブルースカイ」です。

商品一覧

カスタマイズのヒント
背景色を変更する
変更前
.style1̲text {
width: auto;
background‑color: #F5F5F5;
margin: 0px;
padding: 5px;
font‑size: 10px;
color: #666666;
}

変更後
.style1̲text {
width: auto;
background‑color: #FFFFCC;
margin: 0px;
padding: 5px;
font‑size: 10px;
color: #666666;
}

.style1̲photo
.style1̲text
.style1̲text
.style1̲photo
トップページ
.style1̲table
.style1̲photo

.style1̲text
.style1̲table

.style1̲photo

.style1̲text
.style1̲table

.style1̲photo

.style1̲text
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トップページ中央エリア

商品関連レイアウト 商品名 .item̲name ￨ 価格 .price ￨ 価格大 .priceb ￨ 在庫ありなし表示 .stock
商品詳細

.item̲name…商品名のclass属性セレクタです。
.price/.priceb…価格のclass属性セレクタです。
.stock…在庫表示のclass属性セレクタです。

.item̲name

このセレクタでは、ショップ全体に適用する商品名、価格、在庫表示の文字装飾を指定しています。
※スタイルシートはテンプレートによって異なります。このスタイルシートは「ブルースカイ」です。

.priceb

.stock

ここに適用されています
.item̲name
商品詳細

.priceb
ショッピングカート

商品名

商品詳細

.price
トップページ

価格

左メニューショッピングカート

価格

商品一覧

価格

マイページ

商品一覧

「現在のカートの中身」価格、商品合計、送料、合計金額
価格
「購入履歴」合計金額、
「ご購入内容」価格、商品合計、送料、合計金額

.price

.stock

.stock
トップページ

在庫表示

商品一覧

在庫表示

商品詳細

在庫表示

カスタマイズのヒント
価格の文字色を変更する
変更前
.price {
font‑size: 10px;
color: #000000;
font‑weight: bold;
}

変更後
.price {
font‑size: 10px;
color: #CC3333;
font‑weight: bold;
}
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トップページ中央エリア

スタイル2 大枠上 .style2̲top ￨ 大枠中 .style2̲middle ￨ 大枠下 .style2̲bottom ￨ コピー .style2̲copy
トップページ

.style2̲top/.style2̲middle/.style2̲bottom…人気商品ランキング（Item Ranking）枠のclass属性セレクタです。
.style2̲copy…人気商品ランキング（Item Ranking）枠コメントのclass属性セレクタです。
このセレクタでは、トップページ人気商品ランキング（Item Ranking）枠中央エリア表示時（右図赤枠部分）に適用するの文字装飾、背
景色、背景画像を指定しています。
コピー（人気商品コメント）は管理画面の「デザイン管理」＞「画像とコメントの設定」で登録します。
※スタイルシートはテンプレートによって異なります。このスタイルシートは「ブルースカイ」です。

カスタマイズのヒント
タイトルの文字色と背景画像を変更する
変更前
.style2̲top {
width: 460px;
height: 25px;
background‑image: url(img/top̲title̲bg02.gif);
margin: 0px;
padding: 10px 10px 0px 20px;
font‑size: 14px;
font‑weight: bold;
color: #FFFFFF;
}

変更後
.style2̲top {
width: 460px;
height: 25px;
background‑image: url(【画像URL】);
margin: 0px;
padding: 10px 10px 0px 20px;
font‑size: 14px;
font‑weight: bold;
color: #000000;
}

.style2̲top
.style2̲copy
.style2̲middle

.style2̲bottom
.style1̲bottom
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トップページ中央エリア

スタイル2 各テーブル枠上 .style2̲table̲top ￨ 枠中 .style2̲table̲middle ￨ 枠下 .style2̲table̲bottom

.style2̲table̲top/.style2̲table̲middle/.style2̲table̲bottom…人気商品ランキング（Item

Ranking）枠内、商品テーブル枠のclass属性セレクタです。

このセレクタでは、トップページの人気商品ランキング（Item Ranking）枠中央エリア表示時内の商品テーブル枠（下図赤枠部分）に適用する文字装飾、背景色、背景画像を指定しています。
※スタイルシートはテンプレートによって異なります。このスタイルシートは「ブルースカイ」です。

カスタマイズのヒント

トップページ

背景色を変更する
変更前
.style2̲table̲middle {
width: auto;
background‑color: #FFFFFF;
margin: 0px 5px 0px 5px;
padding: 5px;
}

変更後
.style2̲table̲middle {
width: auto;
background‑color: #CC3333;
margin: 0px 5px 0px 5px;
padding: 5px;
}

.style2̲table̲top
.style1̲table̲middle
.style2̲table̲middle
.style2̲table̲bottom
.style2̲table̲top

.style1̲table̲middle
.style2̲table̲middle

.style2̲table̲bottom
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トップページ中央エリア

スタイル2 テーブル .style2̲table ￨ 写真 .style2̲photo ￨ 説明 .style2̲text

.style2̲table/.style2̲photo/.style2̲text…人気商品ランキング（Item

Ranking）枠内、商品テーブルのclass属性セレクタです。

.style2̲tableセレクタでは、トップページ人気商品ランキング（Item Ranking）枠中央エリア表示時内の商品テーブル枠（下図赤枠部分）に適用する横幅や背景色を指定しています。
.style2̲photoセレクタでは、トップページ人気商品ランキング（Item Ranking）枠中央エリア表示時内の写真（下図赤枠部分）に適用する配置位置を指定しています。
.style2̲textセレクタでは、トップページ人気商品ランキング（Item Ranking）枠中央エリア表示時内の（下図赤枠部分）に適用する背景色、文字装飾を指定しています。
※スタイルシートはテンプレートによって異なります。このスタイルシートは「ブルースカイ」です。

トップページ

カスタマイズのヒント
背景色を変更する
.style2̲table
変更前
.style2̲text {
width: auto;
background‑color: #F5F5F5;
margin: 0px;
padding: 5px;
font‑size: 10px;
color: #666666;
}

変更後
.style2̲text {
width: auto;
background‑color: #FFFFCC;
margin: 0px;
padding: 5px;
font‑size: 10px;
color: #666666;
}

.style2̲photo

.style2̲text
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トップページ中央エリア

2‑5位テーブル .style2̲rank̲table ￨ 2‑5位テーブルの各td .style2̲rank̲table td ￨ 2‑5位セル .style2̲rank
2‑5位写真 .style2̲rank̲photo ￨ 2‑5位説明 .style2̲rank̲text ￨ 1位テキスト .rank1 ￨ 2‑5位テキスト .rank2‑5

.style2̲rank̲table/.style2̲rank̲table td…人気商品ランキング（Item Ranking）枠内、2位〜5位テーブルのclass属性セレクタです。
.style2̲rank…人気商品ランキング（Item Ranking）枠内、2位〜5位テーブルセルのclass属性セレクタです。
.style2̲rank̲photo…人気商品ランキング（Item Ranking）枠内、2位〜5位商品写真のclass属性セレクタです。
.style2̲rank̲text…人気商品ランキング（Item Ranking）枠内、2位〜5位商品説明のclass属性セレクタです。
.rank1/.rank2‑5…「No.1」〜「No.5」表示のclass属性セレクタです。
.style2̲rank̲table/.style2̲rank̲table td/.style2̲rank̲photoセレクタでは、トップページ人気商品ランキング（Item Ranking）枠中央エリア表示時内の商品テーブル枠（右図赤枠部分）に適用する横
幅や写真配置位置を指定しています。
.style2̲rank/.style2̲rank̲text/.rank1/.rank2‑5セレクタでは、トップページ人気商品ランキング（Item Ranking）枠中央エリア表示時内の商品テーブル枠（右図赤枠部分）に適用する背景色、文字装
飾を指定しています。
※スタイルシートはテンプレートによって異なります。このスタイルシートは「ブルースカイ」です。

トップページ

カスタマイズのヒント
おちゃのこネットスタイルシートでは.style2̲rank̲table/.style2̲rank̲table td/.style2̲rank̲photo
セレクタのカスタマイズを推奨しておりません。レイアウトが崩れる恐れがあります。

.rank1

「No.1」の文字色を変更する
変更前
.rank1 {
font‑size: 14px;
font‑weight: bold;
width: auto;
padding‑left: 5px;
color: #A82E2B;
}

変更後
.rank1 {
font‑size: 14px;
font‑weight: bold;
width: auto;
padding‑left: 5px;
color: #336699;
}

.rank2‑5
.style2̲rank̲photo
.style2̲table

.style2̲rank̲text
.style2̲text

.style2̲phot
.style2̲rank

.style2̲rank̲table
.style2̲table
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トップページ右エリア

スタイル3 大枠上 .style3̲top ￨ 大枠中 .style3̲middle ￨ 大枠下 .style3̲bottom ￨ コピー .style3̲copy

.style3̲top/.style3̲middle/.style3̲bottom…新商品（New Item）枠、人気商品ランキング（Item Ranking）枠、おすすめ商品枠右エリア表示時のclass属性セレクタです。
.style3̲copy…新商品（New Item）枠、人気商品ランキング（Item Ranking）枠、おすすめ商品枠右エリア表示時コメントのclass属性セレクタです。
このセレクタでは、トップページ新商品（New Item）枠、人気商品ランキング（Item Ranking）枠、オススメ商品枠右エリア表示時（右
図赤枠部分）に適用する文字装飾、背景色、背景画像を指定しています。
コピー（新商品コメント、人気商品コメント、オススメコメント）は管理画面の「デザイン管理」＞「画像とコメントの設定」で登録し
ます。
※スタイルシートはテンプレートによって異なります。このスタイルシートは「ブルースカイ」です。

カスタマイズのヒント

.style3̲top

タイトルの文字色と背景画像を変更する
変更前
.style3̲top {
width: auto;
height: 23px;
background‑image: url(img/menu̲bg04.gif);
margin: 0px;
padding: 7px 0px 0px 15px;
}

トップページ

.style3̲copy
変更後
.style3̲top {
width: auto;
height: 23px;
background‑image: url(【画像URL】);
margin: 0px;
padding: 7px 0px 0px 15px;
}
.style3̲top h3 {
font‑size: 12px;
color: #FFFF00;
margin: 0px;
padding: 0px;
}

.style3̲middle

.style3̲bottom

※.style3̲topセレクタ（タイトル）内のh3セレクタ（右、左エリアのタイトルに共通）のみを指定しています。こちらの指定が優先されます。
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トップページ右エリア

スタイル3 テーブル .style3̲table ￨ 写真 .style3̲photo ￨ 説明 .style3̲text

.style3̲table/.style3̲photo/.style3̲text…新商品（New

Item）枠、人気商品ランキング（Item Ranking）枠、おすすめ商品枠右エリア表示時内、商品テーブルのclass属性セレクタです。

.style3̲tableセレクタでは、トップページ新商品（New Item）枠、人気商品ランキング（Item Ranking）枠、おすすめ商品枠右エリア表示時内の商品テーブル枠（下図赤枠部分）に適用する横幅や背景色を指定しています。
.style3̲photoセレクタでは、トップページ新商品（New Item）枠、人気商品ランキング（Item Ranking）枠、おすすめ商品枠右エリア表示時内の写真（下図赤枠部分）に適用する配置位置を指定しています。
.style3̲textセレクタでは、トップページ新商品（New Item）枠、人気商品ランキング（Item Ranking）枠、おすすめ商品枠右エリア表示時内テキスト（下図赤枠部分）に適用する背景色や文字装飾を指定しています。
※スタイルシートはテンプレートによって異なります。このスタイルシートは「ブルースカイ」です。

トップページ

カスタマイズのヒント
おちゃのこネットスタイルシートでは.style3̲photoセレクタのカスタマイズを推奨しておりません。
レイアウトが崩れる恐れがあります。

.style3̲text

商品説明の背景色を変更する
変更前
.style3̲text {
width: auto;
background‑color: #F5F5F5;
margin: 0px;
padding: 5px;
font‑size: 10px;
color: #666666;
}

変更後

.style3̲photo

.style3̲text {
width: auto;
background‑color: #FFFFCC;
margin: 0px;
padding: 5px;
font‑size: 10px;
color: #666666;
}

.style3̲table
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トップページ右エリア

メルマガ 大枠上 .melmaga̲top ￨ 大枠中 .melmaga̲middle ￨ 大枠下 .melmaga̲bottom ￨ 内容 .mdata
トップページ

.melmaga̲top/.melmaga̲middle/.melmaga̲bottom…メールマガジン枠のclass属性セレクタです。
.mdata…メールマガジン枠コメントのclass属性セレクタです。
このセレクタでは、トップページメールマガジン枠（右図赤枠部分）に適用する文字装飾、背景色、背景画像を指定しています。
コメント（メールマガジン登録欄、メールマガジン解除欄）は管理画面の「デザイン管理」＞「画像とコメントの設定」で登録します。
※スタイルシートはテンプレートによって異なります。このスタイルシートは「ブルースカイ」です。

.melmaga̲top

カスタマイズのヒント
コメントの文字色と文字サイズを変更する
変更前

.melmaga̲middle

.mdata

.mdata {
font‑size: 10px;
line‑height: 140%;
margin: 2px 5px 0px 2px;
padding: 2px;
}

.melmaga̲bottom
変更後
.mdata {
font‑size: 14px;
line‑height: 140%;
margin: 2px 5px 0px 2px;
padding: 2px;
color: #CC3333;
}

44 / 90

トップページ右エリア

店長プロフィール 大枠上 .tdiary̲top ￨ 大枠中 .tdiary̲middle ￨ 大枠下 .tdiary̲bottom
写真 .tphoto ￨ プロフィール .tdata ￨ プロフィールタイトル .ttitle ￨ コメント .tcom
トップページ

.tdiary̲top/.tdiary̲middle/.tdiary̲bottom…店長プロフィール（私が店長です）枠のclass属性セレクタです。
.tphoto…店長プロフィール（私が店長です）枠写真のclass属性セレクタです。
.tdata…店長プロフィール（私が店長です）枠プロフィールを包括するclass属性セレクタです。
.ttitle…店長プロフィール（私が店長です）枠プロフィール項目のclass属性セレクタです。
.tcom…店長プロフィール（私が店長です）枠自己紹介コメントのclass属性セレクタです。
このセレクタでは、トップページ店長プロフィール（私が店長です）枠（右図赤枠部分）に適用する文字装飾、背景色、背景画像を指定してい
ます。
店長プロフィール（私が店長です）は管理画面の「コンテンツページ管理」＞「店長プロフィール設定」で登録します。
※スタイルシートはテンプレートによって異なります。このスタイルシートは「ブルースカイ」です。

.tdata
.tdiary̲top
.tphoto

.tcom

カスタマイズのヒント
プロフィール項目の文字色を変更する

.tcom

.tdiary̲middle
.ttitle

変更前
.ttitle {
margin: 0px;
padding: 0px;
font‑weight: bold;
}

.tcom

.tdiary̲bottom

変更後
.ttitle {
margin: 0px;
padding: 0px;
font‑weight: bold;
color: #CC3333;
}
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第二階層（内部ページ）全体

第二階層パンクズ下大枠 #pagemain ￨ 第二階層パンクズ #pan
商品一覧

#pagemain…パンクズリスト下のページコンテンツを包括するid属性セレクタです。
#pan…パンクズリストを包括するid属性セレクタです。

#pan

このセレクタでは、第二階層パンクズリストと、パンクズリスト下のページコンテンツ（右図赤枠部分）に適用する配置位置を指定して
います。
※スタイルシートはテンプレートによって異なります。このスタイルシートは「ブルースカイ」です。

カスタマイズのヒント
パンクズリストのリンク色を変更する
変更前
#pan {
padding: 5px;
width: auto;
}

#pagemain

変更後
#pan {
padding: 5px;
width: auto;
}
#pan A:link {
color: #CC3333;
}
#pan A:active {
color: #CC3333;
}
#pan A:visited {
color: #CC3333;
}
#pan A:hover {
color: #CC3333;
}

※おちゃのこネットのスタイルシートでは、全体に設定した共通リンク色（bodyの項をご覧下さい）の
他に、デザイン上 、箇所によって独自リンク色を設定しているセレクタがあります。パンクズリストリ
ンクは、こちらの指定が優先されます。
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第二階層（内部ページ）全体

第二階層タイトル .ptitle ￨ 第二階層中 .pmiddle ￨ 第二階層下 .pbottom
商品一覧

.ptitle/.pmiddle/.pbottom…第二階層（内部ページ）大枠のclass属性セレクタです。
このセレクタでは、第二階層（右図赤枠部分）に共通で適用する大枠の文字装飾、背景色、背景画像を指定しています。
※スタイルシートはテンプレートによって異なります。このスタイルシートは「ブルースカイ」です。

.ptitle

カスタマイズのヒント
第二階層タイトルの背景画像と文字色を変える

.pmiddle

変更前
.ptitle {
width: 652px;
height: 26px;
background‑image: url(img/page̲title̲bg01.gif);
margin‑top: 5px;
padding: 9px 0px 0px 18px;
font‑size: 14px;
font‑weight: bold;
color: #FFFFFF;
}

.pbottom

変更後
.ptitle {
width: 652px;
height: 26px;
background‑image: url(【画像URL】);
margin‑top: 5px;
padding: 9px 0px 0px 18px;
font‑size: 14px;
font‑weight: bold;
color: #000000;
}
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第二階層（内部ページ）全体

カートに入れる・お問い合わせボタン枠 .item̲bot̲box ￨ .item̲bot̲box2
商品一覧

.item̲bot̲box…商品一覧、商品詳細の「カートに入れる」「お問い合わせ」ボタンを包括するclass属性セレクタです。
.item̲bot̲box2…商品詳細の「数量」「バリエーション」を包括するclass属性セレクタです。
このセレクタでは、商品一覧、商品詳細の「カートに入れる」「お問い合わせ」ボタン枠や商品詳細の「数量」「バリエーション」枠に
適用する文字装飾、背景色、枠線、配置位置を指定しています。
※スタイルシートはテンプレートによって異なります。このスタイルシートは「ブルースカイ」です。

ここに適用されています

.item̲bot̲box

商品詳細
.item̲bot̲box2

.item̲bot̲box
商品一覧

「カートに入れる」「詳細を見る」「お問い合わせ」ボタン枠

商品詳細

「カートに入れる」「お問い合わせ」ボタン枠

.item̲bot̲box

.item̲bot̲box2
商品詳細

「数量」「バリエーション」枠

カスタマイズのヒント
ボタン枠の背景色を変更する
変更前
.item̲bot̲box {
background‑color: #FFFFFF;
border: 1px solid #CCCCCC;
margin: 0px;
padding: 5px 5px 5px 5px;
}

変更後
.item̲bot̲box {
background‑color: #336699;
border: 1px solid #CCCCCC;
margin: 0px;
padding: 5px 5px 5px 5px;
}
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商品一覧ページ

商品一覧タイトル .list̲name ￨ ソート .list̲soat ￨ 商品数 .list̲count

.list̲name

.list̲name…カテゴリ名（商品一覧タイトル）のclass属性セレクタです。
.list̲soat…商品並び替え（ソート）メニューのclass属性セレクタです。
.list̲count…登録アイテム商品数のclass属性セレクタです。

商品一覧
.list̲soat

.list̲count

このセレクタでは、商品一覧ページカテゴリ名、商品並び替えメニュー、登録アイテム商品数（右図赤枠部分）に適用する文字装飾、ア
イコン画像、配置位置を指定しています。
※スタイルシートはテンプレートによって異なります。このスタイルシートは「ブルースカイ」です。

カスタマイズのヒント
カテゴリ名のアイコン画像や文字色を変更する
変更前
.list̲name {
width: 255px;
height: auto;
background‑image: url(img/icon̲sub̲title01.gif);
background‑repeat: no‑repeat;
margin: 0px;
padding: 9px 0px 0px 15px;
font‑size: 14px;
font‑weight: bold;
float: left;
}

変更後
.list̲name {
width: 255px;
height: auto;
background‑image: url([画像URL】);
background‑repeat: no‑repeat;
margin: 0px;
padding: 9px 0px 0px 15px;
font‑size: 14px;
font‑weight: bold;
float: left;
color: #336699;
}
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商品一覧ページ

各テーブル枠上 .list̲table̲top ￨ 枠中 .list̲table̲middle ￨ 枠下 .list̲table̲bottom ￨ 商品一覧テーブル .list̲item̲table

.list̲table̲top/.list̲table̲middle/.list̲table̲bottom…商品一覧枠内、商品テーブル枠のclass属性セレクタです。
.list̲item̲table…商品写真、商品説明を包括するclass属性セレクタです。
このセレクタでは、商品一覧ページ商品テーブル枠（下図赤枠部分）に適用する横幅や背景色、背景画像を指定しています。
※スタイルシートはテンプレートによって異なります。このスタイルシートは「ブルースカイ」です。

商品一覧
.list̲table̲top

.list̲item̲table

.list̲table̲middle
.list̲table̲bottom

カスタマイズのヒント
背景色を変更する
変更前
.list̲table̲middle {
width: auto;
background‑color: #FFFFFF;
margin: 0px 10px 0px 10px;
padding: 5px;
}

変更後
.list̲table̲middle {
width: auto;
background‑color: #336699;
margin: 0px 10px 0px 10px;
padding: 5px;
}
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商品詳細ページ

テーブル枠上 .detail̲table̲top ￨ 枠中 .detail̲table̲middle ￨ 枠下 .detail̲table̲bottom ￨ 商品詳細テーブル .detail̲item̲table

.detail̲table̲top/.detail̲table̲middle/.detail̲table̲bottom…商品詳細枠内、商品テーブル枠のclass属性セレクタです。
.detail̲item̲table…商品詳細枠内、商品テーブルのclass属性セレクタです。
商品詳細

このセレクタでは、商品詳細ページ商品テーブル枠（右図赤枠部分）に適用する横幅や背景色、背景画
像を指定しています。
※スタイルシートはテンプレートによって異なります。このスタイルシートは「ブルースカイ」です。

カスタマイズのヒント
背景色を変更する

.detail̲table̲top

変更前
.detail̲table̲middle {
width: auto;
background‑color: #FFFFFF;
padding: 10px;
margin: 0px 10px 0px 10px;
}

.detail̲table̲middle

変更後
.detail̲table̲middle {
width: auto;
background‑color: #336699;
padding: 10px;
margin: 0px 10px 0px 10px;
}

.detail̲table̲bottom

.detail̲item̲table
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商品詳細ページ

商品詳細商品説明 .detail̲item̲text ￨ 商品詳細サブタイトル .detail̲sub̲title ￨ 詳細説明 .detail̲sub̲table

.detail̲item̲text…「商品名」「価格」「数量」「バリエーション」「商品の詳細な説明」を包括するclass属性セレクタです。
.detail̲sub̲title…「商品詳細」「他の写真」タイトルのclass属性セレクタです。
.detail̲sub̲table…「商品詳細」説明のclass属性セレクタです。
商品詳細

このセレクタでは、商品詳細ページ（右図赤枠部分）に適用する文字装飾、背景色、背景画像、横幅を指定
しています。
※スタイルシートはテンプレートによって異なります。このスタイルシートは「ブルースカイ」です。

カスタマイズのヒント
おちゃのこネットスタイルシートでは.detail̲sub̲tableセレクタのカスタマイズを推奨しておりま
せん。レイアウトが崩れる恐れがあります。

商品詳細説明の背景色を変更する
.detail̲item̲text
変更前
.detail̲item̲text {
width: auto;
background‑color: #F5F5F5;
margin: 0px;
padding: 5px;
font‑size: 12px;
line‑height: 160%;
}

変更後
.detail̲item̲text {
width: auto;
background‑color: #FFFFCC;
margin: 0px;
padding: 5px;
font‑size: 12px;
line‑height: 160%;
}

.detail̲sub̲table

.detail̲sub̲title
.detail̲sub̲title
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商品詳細ページ

他の写真 .detail̲sub̲table02 ￨ 詳細説明テキスト .detail̲sub̲text
他の写真サブセル .sub̲item ￨ セル幅 .detail̲sub̲table02 td ￨ 他の商品写真 .sub̲item̲photo

.detail̲sub̲table02…「他の写真」を包括するclass属性セレクタです。
.detail̲sub̲text…「商品詳細」説明のclass属性セレクタです。
.sub̲item/.detail̲sub̲table02 td/.sub̲item̲photo…「他の写真」各セルのclass属性セレクタです。
商品詳細

このセレクタでは、商品詳細ページ（右図赤枠部分）に適用する文字装飾、背景色、横幅を指定しています。
※スタイルシートはテンプレートによって異なります。このスタイルシートは「ブルースカイ」です。

カスタマイズのヒント
「他の写真」の写真枠を広げる
変更前
.detail̲sub̲table02 td {
width: 206px;
}

変更後

.detail̲sub̲text

.detail̲sub̲table02 td {
width: auto;
}

.sub̲item

.sub̲item

.sub̲item

.detail̲sub̲table02

.sub̲item̲photo
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第二階層内テーブル

内部ページの上 .page̲table̲top ￨ 内部ページの中 .page̲table̲middle ￨ 内部ページの下 .page̲table̲bottom

.page̲table̲top/.page̲table̲middle/.page̲table̲bottom…第二階層（内部ページ）大枠内テーブルのclass属性セレクタです。
ショッピングカート

このセレクタでは、第二階層（右図赤枠部分）に共通で適用する大枠内テーブルの文字装飾、背景色、背景画像を指定しています。
※スタイルシートはテンプレートによって異なります。このスタイルシートは「ブルースカイ」です。

ここに適用されています
パスワードのお問い合わせ

大枠内テーブル

マイページ

バリエーション在庫一覧

大枠内テーブル

お問い合わせ

ご利用案内

大枠内テーブル

ショッピングカート

「購入履歴情報」を除く大枠内テーブル

.page̲table̲top

大枠内テーブル

カスタマイズのヒント

「現在のカートの中身」「お支払い方法の選択」
「送り主、お届け先、用途、オプション情報の入力」
「お届け日の指定」「備考欄」「ご購入商品数量変更」
「ご購入内容」の大枠内テーブル

.page̲table̲middle

タイトルの文字色と背景画像を変更する
変更前
.page̲table̲top {
width: auto;
height: 17px;
background‑image: url(img/sub̲menu̲bg̲01.gif);
margin: 10px 20px 0px;
padding: 8px 5px 5px 15px;
font‑size: 14px;
font‑weight: bold;
color: #336699;
}

変更後
.page̲table̲top {
width: auto;
height: 17px;
background‑image: url(【画像URL】);
margin: 10px 20px 0px;
padding: 8px 5px 5px 15px;
font‑size: 14px;
font‑weight: bold;
color: #336699;
}

.page̲table̲bottom
ご利用案内
.page̲table̲top
.page̲table̲middle
.page̲table̲bottom
※このセレクタはSSLによって保護されているページ（ショッピングカート・お問い合わせ等）にも適用
されますので、使用する画像URLは絶対パス（http://○○○.ocnk.net/data/demo/image/×××.jpg）
ではなく、相対パス(image/×××.jpg)で記入して下さい。
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第二階層内テーブル

内部ページの上※デザイン違い .page̲table2̲top ￨ 内部ページの中 .page̲table2̲middle ￨ 内部ページの下 .page̲table2̲bottom

.page̲table2̲top/.page̲table2̲middle/.page̲table2̲bottom…第二階層（内部ページ）大枠内テーブルデザイン違いのclass属性セレクタです。
このセレクタでは、第二階層（右図赤枠部分）に共通で適用する大枠内テーブルデザイン違いの文字装飾、背景色、背景画像を
指定しています。
※スタイルシートはテンプレートによって異なります。このスタイルシートは「ブルースカイ」です。

ショッピングカート

ここに適用されています
ショッピングカート
マイページ

「お客様情報の入力」「ご購入者情報」「お支払い方法」「送り主、お届け先情報」「お届け日」
「備考欄」「ご購入内容の完了」の大枠内テーブル

.page̲table2̲top

「購入履歴情報」の大枠内テーブル

カスタマイズのヒント
背景色を変更する

.page̲table2̲middle
.page̲table2̲bottom

変更前
.page̲table2̲middle {
width: auto;
background‑color: #FFFFFF;
margin: 0px 20px 0px 20px;
padding: 10px 10px 0px 10px;
}

変更後
.page̲table2̲middle {
width: auto;
background‑color: #FFFFCC;
margin: 0px 20px 0px 20px;
padding: 10px 10px 0px 10px;
}
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第二階層内テーブル

内部ページbbs用上 .page̲table3̲top ￨ 内部ページbbs用中 .page̲table3̲middle ￨ 内部ページbbs用下 .page̲table3̲bottom

.page̲table3̲top/.page̲table3̲middle/.page̲table3̲bottom…掲示板大枠内テーブルのclass属性セレクタです。
掲示板

このセレクタでは、掲示板（右図赤枠部分）に共通で適用する大枠内テーブルの文字装飾、背景色、背
景画像を指定しています。
※スタイルシートはテンプレートによって異なります。このスタイルシートは「ブルースカイ」です。

.page̲table3̲top

.page̲table3̲middle

.page̲table3̲bottom
.page̲table3̲top
.page̲table3̲middle
.page̲table3̲bottom
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第二階層内テーブル

内部ページサブ上 .page̲sub̲top ￨ 内部ページサブ上※ご利用案内で使用 .page̲sub2̲top ￨ 内部テーブルフレーム .table̲fream
ショッピングカート

.page̲sub̲top/.page̲sub2̲top…第二階層（内部ページ）大枠内テーブルサブタイトルのclass属性セレクタです。
.table̲fream…レイアウト崩れを防ぐためのclass属性セレクタです。

.page̲sub̲top

このセレクタでは、第二階層大枠内テーブルサブタイトル（右図赤枠部分）に共通で適用する文字装飾、背景色、背景画像を指定してい
ます。
※スタイルシートはテンプレートによって異なります。このスタイルシートは「ブルースカイ」です。

.page̲sub̲top

ここに適用されています
.page̲sub̲top

.page̲sub2̲top

ショッピングカート

大枠内テーブルサブタイトル

ご利用案内

大枠内テーブルサブタイトル

マイページ内部ページ

大枠内テーブルサブタイトル

マイページトップページ

大枠内テーブルサブタイトル

カスタマイズのヒント
おちゃのこネットスタイルシートでは.table̲freamセレクタのカスタマイズを推奨しておりません。レイアウトが崩れる恐れがあ
ります。

サブタイトルの背景画像と文字色を変更する
変更前
.page̲sub̲top {
width: auto;
height: 28px;
background‑image: url(img/icon̲sub̲title02.gif);
background‑repeat: no‑repeat;
border‑bottom: 1px solid #CCCCCC;
margin‑bottom: 5px;
padding: 9px 0px 0px 20px;
font‑size: 14px;
font‑weight: bold;
color: #000000;
}

変更後
.page̲sub̲top {
width: auto;
height: 28px;
background‑image: url(【画像URL】);
background‑repeat: no‑repeat;
border‑bottom: 1px solid #CCCCCC;
margin‑bottom: 5px;
padding: 9px 0px 0px 20px;
font‑size: 14px;
font‑weight: bold;
color: #CC3333;
}

※このセレクタはSSLによって保護されているページ（ショッピングカート・お問い合わせ等）
にも適用されますので、使用する画像URLは絶対パス（http://○○○.ocnk.net/data/demo/
image/×××.jpg）ではなく、相対パス(image/×××.jpg)で記入して下さい。
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ショッピングカート

カートの中身テーブル .cart̲table ￨ .cart̲table̲bottom

.cart̲table/.cart̲table̲bottom…テーブル（表）のclass属性セレクタです。
このセレクタでは、内部ページテーブルの横幅を指定しています。

ここに適用されています
ショッピングカート

テーブル

ご利用案内

送料テーブル

マイページ

テーブル

カスタマイズのヒント
おちゃのこネットスタイルシートでは.cart̲tableセレクタ、.cart̲table̲bottomセレクタのカスタマイズを推奨しておりません。
レイアウトが崩れる恐れがあります。
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ショッピングカート

ポイントボックス（注意書き） .point̲box ￨ .point̲box2 ￨ .point̲box3

.point̲box/.point̲box2/.point̲box3…ポイントボックス（注意書き）のclass属性セレクタです。
ショッピングカート

このセレクタでは、内部ページ内ポイントボックス（右図赤枠部分）の文字装飾、背景色、リンク色を指定しています。
※スタイルシートはテンプレートによって異なります。このスタイルシートは「ブルースカイ」です。

ここに適用されています
.point̲box
マイページ
ご利用案内
ショッピングカート

.point̲box2
ショッピングカート

巡行リンクボックス
「お支払い方法について」

「お客様情報を登録済みの方」
パスワードを忘れた方

.point̲box

.point̲box3

「買い物を続ける」
「お客様情報を登録済みの方」
メールアドレス、パスワード入力欄
「クレジットカード」カード情報
「後払い」注意書き
「送り主」「お届け先」「用途」
「オプション」選択欄

ショッピングカート
商品一覧

「送り主」「お届け先」削除欄、追加欄
カテゴリの説明欄

掲示板

投稿記事の修正・削除欄

マイページ

「ご利用に際して」説明欄

カスタマイズのヒント

.point̲box

.point̲box

.point̲box

.point̲box3

ポイントボックスの文字色と背景色を変更する
ご利用案内
変更前
.point̲box {
width: auto;
background‑color:#FFFFF0;
border: 1px solid #D4D0C8;
margin: 5px 5px 0px 0px;
padding: 10px;
}

変更後
.point̲box {
width: auto;
background‑color:#EAF5FA;
border: 1px solid #D4D0C8;
margin: 5px 5px 0px 0px;
padding: 10px;
color: #336699;
}

.point̲box

.point̲box
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ショッピングカート

エラーボックス .error̲box ￨ エラーテキスト .error̲text

.error̲box/.error̲text…エラーメッセージのclass属性セレクタです。
ショッピングカート

このセレクタでは、フォームエラー発生時のエラーメッセージ（右図赤枠部分）に適用する文字装飾、背景色、枠線を
指定しています。
※スタイルシートはテンプレートによって異なります。このスタイルシートは「ブルースカイ」です。

カスタマイズのヒント

.error̲box

.error̲text

エラーテキストの文字色と文字サイズを変更する
変更前
.error̲text {
color: #FF0000;
font‑weight: bold;
}

変更後
.error̲text {
font‑size: 20px;
color: #336699;
font‑weight: bold;
}
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ショッピングカート

テーブルパティング .box̲padding

.box̲padding…フォームのレイアウト崩れを防ぐためのclass属性セレクタです。
このセレクタでは、フォーム項目の配置位置を指定しています。

カスタマイズのヒント
おちゃのこネットスタイルシートではこちらのセレクタのカスタマイズを推奨しておりません。レイアウトが崩れる恐れがあります。
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ショッピングカート

カート金額 .cart̲price̲box

.cart̲price̲box…カート金額のclass属性セレクタです。
このセレクタでは、ショッピングカートカート金額表示（右図赤枠部分）に適用する文字装飾、背景色、枠線を指定し
ています。
※スタイルシートはテンプレートによって異なります。このスタイルシートは「ブルースカイ」です

ショッピングカート

カスタマイズのヒント
境界線の種類と背景色を変更する
変更前
.cart̲price̲box {
width: 150px;
background‑color:#FFFFFF;
border‑bottom: 1px solid #D4D0C8;
margin: 0px 0px 0px 5px;
padding: 5px;
text‑align: right;
}

.cart̲price̲box

変更後
.cart̲price̲box {
width: 150px;
background‑color:#F5F5F5;
border‑bottom: 1px dotted #336699;
margin: 0px 0px 0px 5px;
padding: 5px;
text‑align: right;
}
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ショッピングカート

カートステップ テーブル .cart̲step̲table ￨ .cart̲step̲1〜4 ￨ .cart̲step̲1〜4̲check
ショッピングカート

.cart̲step̲table…ステップ表示を包括するclass属性セレクタです。
.cart̲step̲1〜4…各ステップ表示のclass属性セレクタです。
.cart̲step̲1〜4̲check…各ステップ表示（現ページ）のclass属性セレクタです。

.cart̲step̲3
.cart̲step̲2

.cart̲step̲4

このセレクタでは、ショッピングカートカートステップテーブル（右図赤枠部分）に共通で適用する文字装飾、背景色、
枠線を指定しています。
※スタイルシートはテンプレートによって異なります。このスタイルシートは「ブルースカイ」です。

.cart̲step̲1̲check

カスタマイズのヒント

.cart̲step̲4
.cart̲step̲table

ステップ表示（現ページ）の文字色と背景色を変更する
変更前
.cart̲step̲1̲check {
width: auto;
background‑color:#FFE6E6;
border‑top: 1px solid #999999;
border‑left: 1px solid #999999;
border‑right: 1px solid #999999;
border‑bottom: 1px solid #999999;
padding: 5px;
color: #CC3333;
}

変更後
.cart̲step̲1̲check {
width: auto;
background‑color:#CC3333;
border‑top: 1px solid #999999;
border‑left: 1px solid #999999;
border‑right: 1px solid #999999;
border‑bottom: 1px solid #999999;
padding: 5px;
color: #FFFFFF;
}

※.cart̲step̲2〜4̲checkセレクタも同様に変更します。
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ショッピングカート

内容確認用テキスト .bottom̲check

.bottom̲check…フォームボタン上の内容確認テキスト用のclass属性セレクタです。
このセレクタでは、フォームボタン上内容確認テキスト（右図赤枠部分）に適用する文字装飾、枠線を指定しています。
※スタイルシートはテンプレートによって異なります。このスタイルシートは「ブルースカイ」です。

ここに適用されています
ショッピングカート

フォームボタン上の内容確認テキスト

お問い合わせ

フォームボタン上の内容確認テキスト

マイページ

フォームボタン上の内容確認テキスト

ショッピングカート

.bottom̲check

カスタマイズのヒント
内容確認テキストの文字色を変更する
変更前
.bottom̲check {
width: 608px;
text‑align: center;
margin: 10px 20px 0px;
padding: 5px;
border‑bottom: 1px solid #FFFFFF;
color: #336699;
}

変更後
.bottom̲check {
width: 608px;
text‑align: center;
margin: 10px 20px 0px;
padding: 5px;
border‑bottom: 1px solid #FFFFFF;
color: #CC3333;
}
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ショッピングカート

フォーム系td背景 .td̲color1 ￨ .td̲color2 ￨ .td̲color3
ショッピングカート

.td̲color1…フォーム内テーブル左端セルのclass属性セレクタです。
.td̲color2…フォーム内テーブル右端セルのclass属性セレクタです。
.td̲color3…フォーム内テーブル中央セルのclass属性セレクタです。
このセレクタでは、フォーム内テーブルのセルの文字装飾や背景色を指定しています。
※スタイルシートはテンプレートによって異なります。このスタイルシートは「ブルースカイ」です。

.td̲color1
.td̲color3

.td̲color2
.td̲color1

カスタマイズのヒント
おちゃのこネットスタイルシートでは.cart̲step̲tableセレクタのカスタマイズを推奨しておりません。レイア
ウトが崩れる恐れがあります。

フォームの背景色と文字色を変更する
.td̲color1 .td̲color3
変更前
.td̲color1 {
background‑color:#336699;
border‑top: 1px solid #FFFFFF;
border‑left: 1px solid #FFFFFF;
padding: 5px;
color: #FFFFFF;
}

.td̲color2

変更後
.td̲color1 {
background‑color:#CC3333;
border‑top: 1px solid #FFFFFF;
border‑left: 1px solid #FFFFFF;
padding: 5px;
color: #FFFF00;
}
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店長日記・最新ニュース

各テーブル枠上 .tdiary̲news̲table̲top ￨ 枠中 .tdiary̲news̲table̲middle ￨ 枠下 .tdiary̲news̲table̲bottom

.tdiary̲news̲table̲top/.tdiary̲news̲table̲middle/.tdiary̲news̲table̲bottom…店長日記、最新ニュース（What's
このセレクタでは、店長日記、最新ニュース記事テーブル枠（右図赤枠部分）に適用する文字装飾、背景色、背景画像を指定していま
す。
※スタイルシートはテンプレートによって異なります。このスタイルシートは「ブルースカイ」です。

New）記事テーブル枠のclass属性セレクタです。

店長日記

カスタマイズのヒント
.tdiary̲news̲table̲top

記事タイトルの文字色と背景画像を変更する

.tdiary̲news̲table̲middle
変更前
.tdiary̲news̲table̲top {
width: auto;
height: 17px;
background‑image: url(img/sub̲menu̲bg̲01.gif);
margin: 10px 20px 0px;
padding: 8px 5px 5px 15px;
font‑size: 14px;
font‑weight: bold;
color: #336699;
}

変更後
.tdiary̲news̲table̲top {
width: auto;
height: 17px;
background‑image: url(【画像URL】);
margin: 10px 20px 0px;
padding: 8px 5px 5px 15px;
font‑size: 14px;
font‑weight: bold;
color: #CC3333;
}

.tdiary̲news̲table̲top
.tdiary̲news̲table̲middle
.tdiary̲news̲table̲bottom
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店長日記・最新ニュース

テーブル .tdiary̲news̲table ￨ テキスト部分 .tdiary̲news̲text ￨ 内部テーブル写真部分 .tdiary̲news̲photo
ショッピングカート

.tdiary̲news̲table…写真と記事テキストを包括するclass属性セレクタです。
.tdiary̲news̲text…記事テキストのclass属性セレクタです。
.tdiary̲news̲photo…写真のclass属性セレクタです。

.tdiary̲news̲table

このセレクタでは、店長日記、最新ニュース写真と記事テキスト枠（右図赤枠部分）に適用する文字装飾、背景色、背
景画像を指定しています。
※スタイルシートはテンプレートによって異なります。このスタイルシートは「ブルースカイ」です。

カスタマイズのヒント

.tdiary̲news̲text {
width: auto;
background‑color: #F5F5F5;
margin: 10px 0px 0px 0px;
padding: 10px;
color: #336699;
}

.tdiary̲news̲text

.tdiary̲news̲table

記事テキストの文字色、リンク色を変更する
変更前

.tdiary̲news̲photo

.tdiary̲news̲text

変更後
.tdiary̲news̲text {
width: auto;
background‑color: #F5F5F5;
margin: 10px 0px 0px 0px;
padding: 10px;
color: #000000;
}
.tdiary̲news̲text
color: #CC3333;
}

A:link {

.tdiary̲news̲text
color: #CC3333;
}

A:active {

.tdiary̲news̲text
color: #CC3333;
}

A:visited {

.tdiary̲news̲text
color: #CC3333;
}

A:hover {

※おちゃのこネットのスタイルシートでは、全体に設定した共通リンク色（bodyの項をご覧下さい）の他に、
デザイン上 、箇所によって独自リンク色を設定しているセレクタがあります。
記事リンクは、こちらの指定が優先されます。
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リンク集・特定商取引法表示

td左 .td̲link̲shop1 ￨ td右 .td̲link̲shop2 ￨ 大枠 .link̲shop ￨ テーブル .link̲shop̲table
特定商取引法表示

.td̲link̲shop1…テーブル左側セルのclass属性セレクタです。
.td̲link̲shop2…テーブル右側セルclass属性セレクタです。
.link̲shop…テーブル大枠のclass属性セレクタです。
.link̲shop̲table…テーブルを包括するclass属性セレクタです。

.link̲shop̲table

このセレクタでは、リンク集、特定商取引法表示テーブル（右図赤枠部分）に適用する文字装飾、背景色、背景画像を
指定しています。
※スタイルシートはテンプレートによって異なります。このスタイルシートは「ブルースカイ」です。

カスタマイズのヒント

.td̲link̲shop1

.td̲link̲shop2

左側セルの背景色を変更する
変更前
.td̲link̲shop1 {
width: 150px;
background‑color: #DDEEBB;
border‑bottom: 1px solid #66CC66;
border‑right: 1px solid #66CC66;
padding: 5px;
}

.link̲shop

変更後
.td̲link̲shop1 {
width: 150px;
background‑color: #FFCCCC;
border‑bottom: 1px solid #66CC66;
border‑right: 1px solid #66CC66;
padding: 5px;
}
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リンク集・特定商取引法表示

ショップタイトル項目 .shop̲title ￨ リンクタイトル項目 .link̲title ￨ テキスト部分 .shop̲link̲text
特定商取引法表示

.shop̲title…ショップタイトル項目（特定商取引法表示項目）のclass属性セレクタです。
.link̲title…リンクタイトル項目のclass属性セレクタです。
.shop̲link̲text…リンク集・特定商取引法表示テキスト部分のclass属性セレクタです。

.shop̲title

.shop̲link̲text

このセレクタでは、リンク集、特定商取引法表示テキスト（右図赤枠部分）に適用する文字装飾、背景色、アイコン画像を指定し
ています。
※スタイルシートはテンプレートによって異なります。このスタイルシートは「ブルースカイ」です。

カスタマイズのヒント
左側セルの文字色とアイコン画像を変更する
変更前
.shop̲title {
width: auto;
height: 25px;
background‑image: url(img/icon̲sub̲title01.gif);
background‑repeat: no‑repeat;
margin‑bottom: 5px;
padding: 10px 0px 0px 30px;
font‑size: 14px;
font‑weight: bold;
color: #336600;
}

変更後
.shop̲title {
width: auto;
height: 25px;
background‑image: url(【画像URL】);
background‑repeat: no‑repeat;
margin‑bottom: 5px;
padding: 10px 0px 0px 30px;
font‑size: 14px;
font‑weight: bold;
color: #CC3333;
}

リンク集

.link̲title

.shop̲link̲text
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ご利用案内

ご利用案内テキスト .guide̲text
ご利用案内

.guide̲text…ご利用案内テキスト部分のclass属性セレクタです。
このセレクタでは、ご利用案内テキスト（右図赤枠部分）に適用する文字装飾、配置位置を指定しています。
※スタイルシートはテンプレートによって異なります。このスタイルシートは「ブルースカイ」です。

.guide̲text

カスタマイズのヒント
ご利用案内テキストの文字色を変更する
変更前
.guide̲text {
width: auto;
margin: 0px;
padding: 0px 10px 5px 10px;
}

変更後
.guide̲text {
width: auto;
margin: 0px;
padding: 0px 10px 5px 10px;
color: #336699;
}
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フッター

フッター #footer
トップページ

#footer…ショップコンテンツ下部ヘッダーのid属性セレクタです。
このセレクタでは、ショップ下部フッター（右図赤枠部分）に適用する文字装飾、背景色、背景画像、配置位置を指定しています。
フッター本文は管理画面の「デザイン管理」＞「画像とコメントの設定」で設定します。
※スタイルシートはテンプレートによって異なります。このスタイルシートは「ブルースカイ」です

カスタマイズのヒント
フッターの文字色と背景色を変更する
変更前
#footer {
padding: 10px 0px 10px 0px;
margin‑top: 0px;
background‑color: #000000;
font‑size: 10px;
color: #FFFFFF;
text‑align: center;
}

変更後
#footer {
padding: 10px 0px 10px 0px;
margin‑top: 0px;
background‑color: #336699;
font‑size: 10px;
color: #EAF5FA;
text‑align: center;
}

#footer
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Powered by 表示

おちゃのこ #ochanoko
トップページ

#ochanoko…ショップコンテンツ下部Powered

by 表示のid属性セレクタです。

このセレクタでは、ショップ下部おちゃのこネットPowered by 表示（右図赤枠部分）に適用する文字装飾、背景色、背景画像、配置位
置を指定しています。
※Powered by 表示は独自ドメインコースのショップ様には表示されません。
※スタイルシートはテンプレートによって異なります。このスタイルシートは「ブルースカイ」です。

カスタマイズのヒント
このセレクタでは必須項目ですので、削除する事は許可されていません。

#ochanoko
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ポップアップウィンドウ

ウィンドウを閉じる .win̲close
パスワードのお問い合わせ

.win̲close…ポップアップウィンドウ「画面を閉じる」のclass属性セレクタです。
このセレクタでは、ポップアップウィンドウの「画面を閉じる」の配置位置を指定しています。
※スタイルシートはテンプレートによって異なります。このスタイルシートは「ブルースカイ」です。

ここに適用されています
ショッピングカート
マイページ

ログインボックス

「パスワードのお問い合わせ」
「お客様情報登録」「お客様情報変更」
「お届け先情報登録」「お届け先情報変更」
「送り主情報登録」「送り主情報変更」

商品詳細

「パスワードのお問い合わせ」
「バリエーション在庫一覧」

.win̲close

カスタマイズのヒント
リンク色を変更する
変更前

変更後

.win̲close {
padding‑left: 10px;
}

.win̲close {
padding‑left: 10px;
}

.win̲close A:link {
color: #336699;
}

.win̲close A:link {
color: #CC3333;
}

.win̲close A:active {
color: #336699;
}

.win̲close A:active {
color: #CC3333;
}

.win̲close A:visited {
color: #336699;
}

.win̲close A:visited {
color: #CC3333;
}

.win̲close A:hover {
color: #336699;
}

.win̲close A:hover {
color: #CC3333;
}

※おちゃのこネットのスタイルシートでは、全体に設定した共通リンク色
（bodyの項をご覧下さい）の他に、デザイン上 、箇所によって独自リンク色
を設定しているセレクタがあります。画面を閉じるリンクは、こちらの指定が
優先されます。
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掲示板

大枠上 .bbs̲table̲top ￨ 大枠中 .bbs̲table̲middle ￨ 大枠下 .bbs̲table̲bottom

.bbs̲table̲top/.bbs̲table̲middle/.bbs̲table̲bottom…掲示板投稿記事枠のclass属性セレクタです。
掲示板

このセレクタでは、掲示板投稿記事枠（右図赤枠部分）に適用する背景色、背景画像、配置位置を指定しています。
※スタイルシートはテンプレートによって異なります。このスタイルシートは「ブルースカイ」です。

カスタマイズのヒント
背景色を変更する
変更前

変更後

.bbs̲table̲top {
width: auto;
background‑color: #FFFFFF;
margin: 20px 20px 0px 20px;
padding: 5px;
}

.bbs̲table̲top {
width: auto;
background‑color: #999999;
margin: 20px 20px 0px 20px;
padding: 5px;
}

.bbs̲table̲middle {
width: auto;
background‑color: #FFFFFF;
margin: 0px 20px 0px 20px;
padding: 0px 10px 0px 10px;
}

.bbs̲table̲middle {
width: auto;
background‑color: #999999;
margin: 0px 20px 0px 20px;
padding: 0px 10px 0px 10px;
}

.bbs̲table̲bottom {
width: auto;
height: 10px;
background‑color: #FFFFFF;
margin: 0px 20px 0px 20px;
padding: 0px;
}

.bbs̲table̲bottom {
width: auto;
height: 10px;
background‑color: #999999;
margin: 0px 20px 0px 20px;
padding: 0px;
}

.bbs̲table̲top
.bbs̲table̲middle
.bbs̲table̲bottom
.bbs̲table̲top
.bbs̲table̲middle
.bbs̲table̲middle
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掲示板

テーブル小 .bbs̲table̲stop ￨ .bbs̲table̲s ￨ テーブル .bbs̲table
掲示板

.bbs̲table̲stop…投稿フォーム枠を包括するclass属性セレクタです。
.bbs̲table̲s…投稿フォームテーブル枠を包括するclass属性セレクタです。
.bbs̲table…投稿記事テーブル枠を包括するclass属性セレクタです。

.bbs̲table̲stop

このセレクタでは、掲示板投稿フォーム、投稿記事枠（右図赤枠部分）に適用する横幅、配置位置を指定しています。
※スタイルシートはテンプレートによって異なります。このスタイルシートは「ブルースカイ」です。

.bbs̲table̲s

.bbs̲table̲s
.bbs̲table
.bbs̲table
.bbs̲table
.bbs̲table
.bbs̲table
.bbs̲table
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掲示板

tdカラー .bbs̲td̲color1 ￨ .bbs̲td̲color2 ￨ .bbs̲td̲color3 ￨ テキスト .bbs̲text
掲示板

.bbs̲td̲color1…投稿記事タイトル左端セルのclass属性セレクタです。
.bbs̲td̲color2…投稿記事タイトル中央セルのclass属性セレクタです。
.bbs̲td̲color3…投稿記事タイトル右端セルのclass属性セレクタです。
.bbs̲text…投稿記事本文のclass属性セレクタです。
このセレクタでは、投稿記事テーブルのセルの文字色や背景色を指定しています。
※スタイルシートはテンプレートによって異なります。このスタイルシートは「ブルースカイ」です。

.bbs̲td̲color1

.bbs̲td̲color2

.bbs̲td̲color3

.bbs̲td̲color1

.bbs̲text
.bbs̲td̲color2

.bbs̲td̲color3

.bbs̲text

カスタマイズのヒント
投稿記事タイトルの文字色、リンク色を変更する
変更前
.bbs̲td̲color2 {
background‑color:#BFE0F0;
padding: 5px;
}

変更後

.bbs̲td̲color1

.bbs̲td̲color2

.bbs̲td̲color3

.bbs̲text

.bbs̲td̲color2 {
background‑color:#BFE0F0;
padding: 5px;
color:#336699;
}
.bbs̲td̲color2 A:link {
color: #CC3333;
}
.bbs̲td̲color2 A:active {
color: #CC3333;
}
.bbs̲td̲color2 A:visited {
color: #CC3333;
}
.bbs̲td̲color2 A:hover {
color: #CC3333;
}
※おちゃのこネットのスタイルシートでは、全体に設定した共通リンク色（bodyの項をご覧下さい）の他に、デザイン上 、
箇所によって独自リンク色を設定しているセレクタがあります。投稿記事タイトルリンクは、こちらの指定が優先されます。
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ページ送り表示

ページ送り .sec̲line̲top
店長日記

.sec̲line̲top…ページ送りを包括するclass属性セレクタです。
このセレクタでは、ページ送り表示の文字装飾、境界線の装飾を指定しています。
※スタイルシートはテンプレートによって異なります。このスタイルシートは「ブルースカイ」です。

ここに適用されています
商品一覧

ページ送り

店長日記

ページ送り

掲示板

ページ送り

マイページ

ページ送り

.win̲close

カスタマイズのヒント
境界線の色を変更する
変更前
.sec̲line̲top {
width: auto;
text‑align: right;
margin: 10px 20px 0px;
padding: 5px;
border‑top: 1px solid #FFFFFF;
border‑bottom: 1px solid #FFFFFF;
}

変更後
.sec̲line̲top {
width: auto;
text‑align: right;
margin: 10px 20px 0px;
padding: 5px;
border‑top: 1px solid #336699;
border‑bottom: 1px solid #336699;
}
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フォームボタン

フォームボタン強調 .bot̲b input
商品詳細

.bot̲b input…フォームボタンを包括するclass属性セレクタです。
.bot̲b input
このセレクタでは、フォームボタン共通の文字装飾、背景色、背景画像を指定しています。
※スタイルシートはテンプレートによって異なります。このスタイルシートは「ブルースカイ」です。

カスタマイズのヒント
.bot̲b input

ボタンの文字色と背景画像を変更する

.bot̲b input
変更前
.bot̲b input {
padding: 2px;
background‑color: #FFFFFF;
background‑image: url(img/bot̲bg.gif);
color: #FFFFFF;
font‑weight: bold;
}

.bot̲b input
変更後
.bot̲b input {
padding: 2px;
background‑color: #FFFFFF;
background‑image: url(【画像URL】);
color: #FFFF00;
font‑weight: bold;
}

※このセレクタはSSLによって保護されているページ（ショッピングカート・お問い合わせ等）にも適用されますので、
使用する画像URLは絶対パス（http://○○○.ocnk.net/data/demo/image/×××.jpg）ではなく、相対パス(image/×××.jpg)で記入して下さい。
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HTMLタグ要素

ページ全体 body

body…ページ全体を指定するHTMLタグです。
このタグでは、ページ全体の文字装飾、背景色、背景画像を指定しています。
※スタイルシートはテンプレートによって異なります。このスタイルシートは「ブルースカイ」です。

カスタマイズのヒント
背景画像を変更する
変更前
body {
background‑image: url(img/bg.gif);
word‑break: break‑all;
margin: 0px;
padding: 0px;
font‑size: 12px;
color: #000000;
line‑height: 140%;
background‑position: center;
}

変更後
body {
background‑image: url(【画像URL】);
word‑break: break‑all;
margin: 0px;
padding: 0px;
font‑size: 12px;
color: #000000;
line‑height: 140%;
}
※このセレクタはSSLによって保護されているページ（ショッピングカート・お問い合わせ等）にも適用されますの
で、使用する画像URLは絶対パス（http://○○○.ocnk.net/data/demo/image/×××.jpg）ではなく、相対パス
(image/×××.jpg)で記入して下さい。
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HTMLタグ要素

ページ全体 A:link ￨ A:active ￨ A:visited ￨ A:hover

A:link…ページ全体リンクの既定classです。
A:active…ページ全体リンククリック時の既定classです。

A:visited…ページ全体既読リンクの既定classです。
A:hover…ページ全体リンクオンマウス時の既定classです。

このタグでは、ページ全体リンクの文字装飾を指定しています。各セレクタで個別に指定している場合、各セレクタの指定が優先されます。
※スタイルシートはテンプレートによって異なります。このスタイルシートは「ブルースカイ」です。

カスタマイズのヒント
リンク色を変更する
変更前

変更後

A:link {
font‑weight: bold;
text‑decoration: underline;
font‑size: 12px;
color: #336699;
line‑height: 140%;
}

A:link {
font‑weight: bold;
text‑decoration: underline;
font‑size: 12px;
color: #CC3333;
line‑height: 140%;
}

A:active {
text‑decoration: underline;
font‑size: 12px;
font‑weight: bold;
color: #336699;
line‑height: 140%;
}

A:active {
text‑decoration: underline;
font‑size: 12px;
font‑weight: bold;
color: #CC3333;
line‑height: 140%;
}

A:visited {
text‑decoration: underline;
font‑size: 12px;
font‑weight: bold;
color: #336699;
line‑height: 140%;
}

A:visited {
text‑decoration: underline;
font‑size: 12px;
font‑weight: bold;
color: #CC3333;
line‑height: 140%;
}

A:hover {
text‑decoration: none;
font‑size: 12px;
font‑weight: bold;
color: #3399CC;
line‑height: 140%;
}

A:hover {
text‑decoration: none;
font‑size: 12px;
font‑weight: bold;
color: #CC3333;
line‑height: 140%;
}
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HTMLタグ要素

見出し h1 ￨ h2 ￨ h3
トップページ
h1

h1/h2/h3…見出しを記述するHTMLタグです。

h3

このタグでは、見出し共通の文字装飾を指定しています。このタグを利用して目次を作成する機能のあるブラウザがあるため、ショップの要
所に挿入されています。
※スタイルシートはテンプレートによって異なります。このスタイルシートは「ブルースカイ」です。

h3

h3

ここに適用されています
h1

h2

h3
ヘッダー

ショップ名テキスト

h2
全ページ

左メニュー

コンテンツタイトル

トップページ

コンテンツタイトル

h3
h3

商品リンク

h2

カスタマイズのヒント

h2

左メニュー商品カテゴリ一覧タイトルの文字色を変更する

h2

h3

h2
スタイルシートに追加します
.category̲title h3 {
font‑size: 12px;
color: #FFFF00;
margin: 0px;
padding: 0px;
}

※.cotegory̲titleセレクタ（タイトル）内のh3セレクタ（右、左エリアのタイトルに共通）のみを指定しています。こちらの指定が優先されます。

h2

h3

h2

h2

h2

h2

h2

h2
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HTMLタグ要素

順序無しリスト ul

ul…順序無しリスト表示を包括するHTMLタグです。
このタグでは、リスト表示の配置位置を指定しています。

カスタマイズのヒント
おちゃのこネットスタイルシートではこちらのulタグのカスタマイズを推奨しておりません。
レイアウトが崩れる恐れがあります。
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HTMLタグ要素

ナビゲーション用リストアイコン .category̲list li ￨ 特集用リストアイコン .pickup̲category̲list li
トップページ

.category̲list li…「カテゴリ一覧」リストのclass属性セレクタです。
.pickup̲category̲list li…「特集」リストのclass属性セレクタです。
このセレクタでは、「カテゴリ一覧」「特集」リストのアイコン画像を指定しています。
※スタイルシートはテンプレートによって異なります。このスタイルシートは「ブルースカイ」です。

カスタマイズのヒント
アイコン画像を変更する
変更前
.pickup̲category̲list li {
padding‑bottom: 5px;
list‑style‑image: url(img/icon04.gif);
}

.category̲list li

変更後
.pickup̲category̲list li {
padding‑bottom: 5px;
list‑style‑image: url(【画像URL】);
}

.pickup̲category̲list li

※このセレクタはSSLによって保護されているページ（ショッピングカート・お問い合わせ等）にも適用されますので、
使用する画像URLは絶対パス（http://○○○.ocnk.net/data/demo/image/×××.jpg）ではなく、相対パス(image/×××.jpg)で記入して下さい。
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HTMLタグ要素

リスト li

li…リスト表示のHTMLタグです。
このタグでは、リスト表示共通の文字装飾を指定しています。
※スタイルシートはテンプレートによって異なります。このスタイルシートは「ブルースカイ」です。

カスタマイズのヒント
エラーボックスの文字色を変更する
スタイルシートに追加します
.error̲box li {
padding‑bottom: 5px;
color: #FF0000;
}

※.error̲boxセレクタ（エラーボックス）内のliセレクタ（リスト）のみを指定しています。こちらの指定が優先されます。
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HTMLタグ要素

フォーム form

form…フォームを包括するHTMLタグです。
このタグでは、レイアウト崩れを防ぐための指定を挿入しています。

カスタマイズのヒント
おちゃのこネットスタイルシートではこちらのformタグのカスタマイズを推奨しておりません。
レイアウトが崩れる恐れがあります。
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HTMLタグ要素

回り込み回避用スタイル .clear‑both

.clear‑both…レイアウト崩れを防ぐためのclass属性セレクタです。
カスタマイズのヒント
おちゃのこネットスタイルシートではこちらの.clear‑bothセレクタのカスタマイズを推奨しておりません。
レイアウトが崩れる恐れがあります。
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フォント

ボールド .text‑bold ￨ ノーマル .text‑normal ￨ ボールド大 .text‑bold‑b ￨ リンク文字かご関連 .text‑link‑bot‑b

.text‑bold/.text‑normal/.text‑bold‑b/.text‑link‑bot‑b…フォント表示崩れを防ぐためのclass属性セレクタです。
このセレクタでは、ページ内共通で文字装飾を指定しています。
※スタイルシートはテンプレートによって異なります。このスタイルシートは「ブルースカイ」です。

カスタマイズのヒント
文字の太字指定を変更する
変更前
.text‑bold {
font‑weight: bold;
}

変更後
.text‑bold {
font‑weight: normal;
}

※おちゃのこネットのスタイルシートでは、全体に設定した太字指定の他に、デザイン上、箇所によって独自に太字指定してい
るセレクタがあります。文字装飾はそちらの指定が優先されます。
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フォント

パンクズ現ページ .thispage

.thispage…パンクズリスト現在ページ表示のclass属性セレクタです。
商品詳細

このセレクタでは、第二階層パンクズリスト現在ページ表示（右図赤枠部分）に適用する文字装飾を指定しています。
※スタイルシートはテンプレートによって異なります。このスタイルシートは「ブルースカイ」です。

カスタマイズのヒント
現在ページ表示の文字色を変更する

.thispage

変更前
.thispage {
color: #336600;
font‑weight: bold;
}

変更後
.thispage {
color: #CC3333;
font‑weight: bold;
}
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フォント

サイズ小用 .text‑11 ￨ サイズ大用 .text‑14 ￨ ショップロゴ用 .text‑18
トップページ

.text‑11/.text‑14…フォント表示崩れを防ぐためのclass属性セレクタです。
.text‑18…ショップ名表示を包括するclass属性セレクタです。
.text‑18
このセレクタでは、ページ内での文字装飾を補助指定しています。
※スタイルシートはテンプレートによって異なります。このスタイルシートは「ブルースカイ」です。

カスタマイズのヒント
ショップ名表示の文字サイズを変更する
変更前
.text‑18 {
font‑size: 18px;
line‑height: 100%;
}

変更後
.text‑18 {
font‑size: 25px;
line‑height: 100%;
}
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フォント

掲示板テキスト用カラー .bbs̲color

.bbs̲color…掲示板の記事タイトルテキストのclass属性セレクタです。
掲示板

このセレクタでは、掲示板タイトルテキスト（右図赤枠部分）に適用する文字装飾を指定しています。
※スタイルシートはテンプレートによって異なります。このスタイルシートは「ブルースカイ」です。

カスタマイズのヒント
タイトルテキストの文字色を変更する
変更前
.bbs̲color {
color: #FF0000;
}

変更後
.bbs̲color {
color: #FF6600;
}

.bbs̲color

.bbs̲color

.bbs̲color .bbs̲color

.bbs̲color

.bbs̲color
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