【サーチプラスfor不動産】コンテンツ管理画面での各コンテンツ毎の変数とその仕様解説
【確認画面HTML】物件問い合わせフォーム
※「使用方法」や「表示イメージ」は一例です。表示形式は管理画面のコンテンツ設定内のHTML(CSS)にて変更してください。
変数名

変数

変数説明

出力形式

表示イメージ

氏名

[name]

物件問い合わせフォームで入力した氏名を出力します。

(例) 木ノ葉

太郎

木ノ葉

太郎

氏名（ふりがな）

[name_ruby]

物件問い合わせフォームで入力した氏名（ふりがな）を出力します。

(例) このは

たろう

このは

たろう

性別

[sex]

物件問い合わせフォームで入力した性別を出力します。

(例) 男性

男性

生年月日

[birthday]

物件問い合わせフォームで入力した生年月日を出力します。

(例) 1990年1月1日

1990年1月1日

メールアドレス

[mail]

物件問い合わせフォームで入力したメールアドレスを出力します。

(例) info@example.com

info@example.com

電話番号

[tel]

物件問い合わせフォームで入力した電話番号を出力します。

(例) 077-535-9027

077-535-9027

FAX番号

[fax]

物件問い合わせフォームで入力したFAX番号を出力します。

(例) 077-535-9027

077-535-9027

郵便番号

[add_num]

物件問い合わせフォームで入力した郵便番号を出力します。

(例) 520-0242

520-0242

住所

[add_text]

物件問い合わせフォームで入力した住所を出力します。

(例) 滋賀県大津市本堅田4-16-3

滋賀県大津市本堅田4-16-3

お問い合わせ概要

[summary]

お問合せ概要で選択した項目を出力します。

(例) 物件を見てみたい

物件を見てみたい

お問い合わせ内容

[content]

お問合せ内容に入力された内容を出力します。

(例) 詳しい情報を教えてください。

詳しい情報を教えてください。

備考

[remarks]

物件問い合わせフォームで入力した備考を出力します。

(例) 備考内容を記述します。

備考内容を記述します。

フリー項目１

[free1]

フリー項目２

[free2]

フリー項目３

[free3]

物件問い合わせフォームで入力したフリー項目を出力します。

フリー項目に入力した内容を出力します。

フリー項目に入力した内容を出力します。

フリー項目４

[free4]

フリー項目５

[free5]

送信フォーム開始タグ

[form_start]

送信フォーム終了タグ

[form_end]

送信ボタン

[form_send_button]

送信ボタンを出力します。

<input type="submit" value="送信する">

修正ボタン

[form_back_button]

修正ボタンを出力します。

<input type="submit" name="back" value="修正する">

対象物件リスト（一覧HTML）

[list]

物件問い合わせ日時

[regist]

物件問い合わせ日時を出力します。

(例) 2018-03-20 18:24:01

IPアドレス

[ipaddress]

IPアドレスを出力します。

IPアドレスが出力されます。

ユーザーエージェント

[useragent]

ユーザーエージェントを出力します。

ユーザーエージェントが出力されます。

システム設置URL

[system]

インデックスURL

[index]

Google Maps API Key

[google_map_api_key]

検索フォームを設置する場合、必ずフォームの一番先頭にこの変数を呼び出して
ください。
検索フォームを設置する場合、必ずフォームの一番最後にこの変数を呼び出して
ください。

「一覧HTML」で入力したHTMLを物件数（一覧表示件数）に応じて
出力します。

サーチプラス本体の設置先URLを出力します。
絶対パス等に使用してください。

<input type="text" name="hope_income" value="" size="6" maxlength="10" />

<input type="text" name="hope_add" value="" size="40" maxlength="255" />

【一覧HTML】で記述したソースコードが出力されます。

https://[設置先URL]/[設置先フォルダ]/

./data.php?c=index

システム設定で設定されているGoogleMapAPIKeyを出力します。

システム設定で設定されているGoogleMapAPIKeyが出力されます。

2018/3/20 18:24

システム設置URL
https://設置先URL/search/
インデックスURL
./data.php?c=inde
システム設定で設定されているGoogleMapAPIKeyが表示されます。

jQueryを出力します。
製品付属のサンプルページを複製してコンテンツ作成する場合は
予め設定されているので記述の必要はありません。
新規でコンテンツを作成される場合は、
jQuery

[jquery]

下記コンテンツにて、「jQuery」を呼び出す必要があります。

<script type="text/javascript" src="./common/lib/jquery/jquery.js"></script>

・パスワード再発行
・物件検索一覧
・物件問い合わせフォーム／会員登録フォーム／会員編集フォーム
物件掲載件数

[item_row]

値

値

物件更新日時

[item_update]

値

値

本日日付

[today]

値

値

【HTMLテンプレート】【一般】ヘッダー

[parts_header]

【HTMLテンプレート】【会員】ヘッダー

[parts_header_m]

【HTMLテンプレート】【一般】サイドバー

[parts_side_bar]

【HTMLテンプレート】に記述されているソースコードが出力されます。

【HTMLテンプレート】に記述されている内容が表示されます。

管理画面から新規にページを追加した際に「ID」が自動生成され、「変数」とし
て割り当てられます。
※IDは管理画面で変更可能です。
「ヘッダー」「フッター」「サイドバー」などコンテンツ毎にページが変わって
も同じ内容を表記させる箇所に使用します。そのことにより、編集を行った際に
コンテンツページ毎にペーストする手間を省くことが
出来、管理上の効率化を図ることが出来ます。

【HTMLテンプレート】【会員】サイドバー

[parts_side_bar_m]

【HTMLテンプレート】【一般】フッター

[parts_footer]

【HTMLテンプレート】【会員】フッター

[parts_footer_m]

【会員情報】氏名

[profile_name]

会員の氏名を出力します。

値

会員の氏名が出力されます。

【会員情報】氏名（ふりがな）

[profile_name_ruby]

会員の氏名のふりがなを出力します。

値

会員の氏名のふりがなが出力されます。

【会員情報】性別

[profile_sex]

会員の性別を出力します。

値

会員の性別が出力されます。

【会員情報】生年月日

[profile_birthday]

会員の生年月日を出力します。

値

会員の生年月日が出力されます。

【会員情報】メールアドレス

[profile_mail]

会員のメールアドレスを出力します。

値

会員のメールアドレスが出力されます。

【会員情報】電話番号

[profile_tel]

会員の電話番号を出力します。

値

会員の電話番号が出力されます。

【会員情報】FAX番号

[profile_fax]

会員のFAX番号を出力します。

値

会員のFAX番号が出力されます。

【会員情報】郵便番号

[profile_add_num]

会員の郵便番号を出力します。

値

会員の郵便番号が出力されます。

【会員情報】住所

[profile_add_text]

会員の住所を出力します。

値

会員の住所が出力されます。

【会員情報】通常メール配信[お知らせメール]

[profile_mail_state]

会員のメール受信設定を出力します。

値

会員のメール受信設定が出力されます。

【会員情報】フリー項目１

[profile_free1]

会員のフリー項目１を出力します。

値

会員のフリー項目１が出力されます。

【会員情報】フリー項目２

[profile_free2]

会員のフリー項目２を出力します。

値

会員のフリー項目２が出力されます。

【会員情報】フリー項目３

[profile_free3]

会員のフリー項目３を出力します。

値

会員のフリー項目３が出力されます。

【会員情報】フリー項目４

[profile_free4]

会員のフリー項目４を出力します。

値

会員のフリー項目４が出力されます。

【会員情報】フリー項目５

[profile_free5]

会員のフリー項目５を出力します。

値

会員のフリー項目５が出力されます。

ログアウトURL

[logout_url]

ログアウトURLを出力します。

./data.php?logout=true

デモサイトによる参考例
【HTMLテンプレート】
・【一般】ヘッダー[header]
・【会員】サイドバー[side_bar]

ログアウトURL
./data.php?logout=true

