【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
【基本HTML】物件検索一覧
※「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

【検索】
【検索】物件ID（テキスト）【引数対応】

[item_id]

物件IDで検索を行うためのテキストボックスを出力します。

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

【検索】物件名（テキスト）【引数対応】

[name]

物件名で検索するためのテキストボックスを出力します。

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

【検索】キャッチコピー（テキスト）【引数対応】

[title]

キャッチコピーで検索するためのテキストボックスを出力します。

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

【検索】所在地（テキスト）【引数対応】

[add_display]

所在地で検索するためのテキストボックスを出力します。

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

【検索】交通機関（電車除く）（テキスト）【引数対応】

[other_access]

交通機関（電車除く）で検索するためのテキストボックスを出力します。

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

<script type="text/javascript" src="./common/js/common.js"></script><script
type="text/javascript" src="./common/js/item.js"></script><select name="add_pre"
onchange="changeParentList(this, 'add_pre', 'add_city', 'name', 'id', 'ASC', 'add_city','都道府県を
選択して下さい'); changeParentList(this, 'add_pre', 'ls_line', 'name', 'id', 'ASC', 'ls_line', '都道府県
を選択して下さい'); resetStationList('ls_line','ls_station','name','id','ASC','ls_station','路線を選択して
下さい')" id="add_pre">
<option value="" selected>選択して下さい</option>

【検索】都道府県（セレクトボックス）

[add_pre_select]

都道府県で検索するためのセレクトボックスを出力します。

<option value="P01">北海道</option>
<option value="P02">青森県</option>
<option value="P03">岩手県</option>
・・・・・・・
<option value="P46">鹿児島県</option>
<option value="P47">沖縄県</option>
<option value="P99">その他</option>
</select>

<select name="add_city" id="add_city">
<option value>選択して下さい</option>
<option value="A04101">仙台市青葉区</option>

【検索】市区町村（セレクトボックス）

[add_city_select]

市区町村で検索するためのセレクトボックスを出力します。

<option value="A04102">仙台市宮城野区</option>
・・・・・・・
<option value="A04581">牡鹿郡女川町</option>
<option value="A04606">本吉郡南三陸町</option>
</select>

<select name="ls_line"
onchange="changeParentList(this,'ls_line','ls_station','name','id','ASC','ls_station','路線を選択して
下さい')" id="ls_line">
<option value="" selected>選択して下さい</option>

【検索】路線（セレクトボックス）

[ls_line_select]

路線で検索するためのプルダウンを出力します。

<option value="L11101">JR函館本線(函館～長万部)</option>
<option value="L11102">JR函館本線(長万部～小樽)</option>
・・・・・・・
<option value="L99927">ゆいレール</option>
<option value="L99928">門司港レトロ観光線</option>
</select>

<select name="ls_station" id="ls_station">
<option value>選択して下さい</option>
<option value="S1121701">仙台</option>

【検索】駅（セレクトボックス）

[ls_station_select]

駅で検索するためのプルダウンを出力します。

<option value="S1121702">東照宮</option>
・・・・・・・
<option value="S1121721">山形</option>
<option value="S1121722">東北福祉大前</option>
</select>

<label><input type="checkbox" name="add_area[]" value="北海道" />北海道</label>
<label><input type="checkbox" name="add_area[]" value="滋賀県" />滋賀県</label>
<label><input type="checkbox" name="add_area[]" value="和歌山県" />和歌山県</label>

【検索】エリア（チェックボックス）

[add_area_check]

エリアをチェックボックスで出力します。

<label><input type="checkbox" name="add_area[]" value="大阪府" />大阪府</label>
<label><input type="checkbox" name="add_area[]" value="兵庫県" />兵庫県</label>
<label><input type="checkbox" name="add_area[]" value="京都府" />京都府</label>
<input type="hidden" name="add_area_CHECK" value="true" />

<label><input type="radio" name="add_area" value="北海道" checked="checked" />北海道
</label>
<label><input type="radio" name="add_area" value="滋賀県" />滋賀県</label>

【検索】エリア（ラジオボタン）

[add_area_radio]

エリアをラジオボタンで出力します。

<label><input type="radio" name="add_area" value="和歌山県" />和歌山県</label>
<label><input type="radio" name="add_area" value="大阪府" />大阪府</label>
<label><input type="radio" name="add_area" value="兵庫県" />兵庫県</label>
<label><input type="radio" name="add_area" value="京都府" />京都府</label>

<select name="add_area">
<option value="">選択してください</option>
<option value="北海道">北海道</option>
<option value="滋賀県">滋賀県</option>

【検索】エリア（セレクトボックス）

[add_area_select]

エリアをセレクトボックスで出力します。

<option value="和歌山県">和歌山県</option>
<option value="大阪府">大阪府</option>
<option value="兵庫県">兵庫県</option>
<option value="京都府">京都府</option>
</select>
<label><input type="checkbox" name="item_type[]" value="新築一戸建て" />新築一戸建て
</label>
<label><input type="checkbox" name="item_type[]" value="未入居一戸建て" />未入居一戸建て
</label>
<label><input type="checkbox" name="item_type[]" value="中古一戸建て" />中古一戸建て

【検索】物件種別（チェックボックス）

[item_type_check]

物件種別をチェックボックスで出力します。

</label>
<label><input type="checkbox" name="item_type[]" value="中古マンション" />中古マンション
</label>
<label><input type="checkbox" name="item_type[]" value="建築条件付売地" />建築条件付売地
</label>
<label><input type="checkbox" name="item_type[]" value="土地" />土地</label>
<input type="hidden" name="item_type_CHECK" value="true" />

<label><input type="radio" name="item_type" value="新築一戸建て" checked="checked" />新
築一戸建て</label>
<label><input type="radio" name="item_type" value="未入居一戸建て" />未入居一戸建て
</label>

【検索】物件種別（ラジオボタン）

[item_type_radio]

物件種別をラジオボタンで出力します。

<label><input type="radio" name="item_type" value="中古一戸建て" />中古一戸建て</label>
<label><input type="radio" name="item_type" value="中古マンション" />中古マンション
</label>
<label><input type="radio" name="item_type" value="建築条件付売地" />建築条件付売地
</label>
<label><input type="radio" name="item_type" value="土地" />土地</label>

<select name="item_type">
<option value="">選択してください</option>
<option value="新築一戸建て">新築一戸建て</option>
<option value="未入居一戸建て">未入居一戸建て</option>

【検索】物件種別（セレクトボックス）

[item_type_select]

物件種別をセレクトボックスで出力します。

<option value="中古一戸建て">中古一戸建て</option>
<option value="中古マンション">中古マンション</option>
<option value="建築条件付売地">建築条件付売地</option>
<option value="土地">土地</option>
</select>

<label><input type="checkbox" name="rooms[]" value="1R" />1R</label>
<label><input type="checkbox" name="rooms[]" value="1K" />1K</label>
<label><input type="checkbox" name="rooms[]" value="1DK" />1DK</label>

【検索】間取り（チェックボックス）

[rooms_check]

間取りをチェックボックスで出力します。

・・・・・・・
<label><input type="checkbox" name="rooms[]" value="5DK" />5DK</label>
<label><input type="checkbox" name="rooms[]" value="5LDK以上" />5LDK以上</label>
<input type="hidden" name="rooms_CHECK" value="true" />

<label><input type="radio" name="rooms" value="1R" checked="checked" />1R</label>
<label><input type="radio" name="rooms" value="1K" />1K</label>
<label><input type="radio" name="rooms" value="1DK" />1DK</label>

【検索】間取り（ラジオボタン）

[rooms_radio]

間取りをラジオボタンで出力します。

・・・・・・・
<label><input type="radio" name="rooms" value="5K" />5K</label>
<label><input type="radio" name="rooms" value="5DK" />5DK</label>
<label><input type="radio" name="rooms" value="5LDK以上" />5LDK以上</label>

<select name="rooms">
<option value="">選択してください</option>
<option value="1R">1R</option>
<option value="1K">1K</option>

【検索】間取り（セレクトボックス）

[rooms_select]

間取りをセレクトボックスで出力します。

・・・・・・・
<option value="5K">5K</option>
<option value="5DK">5DK</option>
<option value="5LDK以上">5LDK以上</option>
</select>

表示イメージ

【検索】建物構造

[structure]

建物構造で検索を行うためのテキストボックスを出力します。

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

<input type="hidden" name="area" value="between" /><select name="area_A">
<option value="0" selected>下限なし</option>
<option value="10">10㎡</option>
<option value="15">15㎡</option>
<option value="20">20㎡</option>
・・・・・・・
<option value="900">900㎡</option>
<option value="1000">1000㎡</option>

【検索】面積

[area]

面積で検索を行うためのセレクトボックスを出力します。

</select> ～ <select name="area_B">
<option value="10">10㎡</option>
<option value="15">15㎡</option>
<option value="20">20㎡</option>
・・・・・・・
<option value="900">900㎡</option>
<option value="1000">1000㎡</option>
<option value="9999" selected>上限なし</option>
</select>

<input type="hidden" name="land_area" value="between" /><select name="land_area_A">
<option value="0" selected>下限なし</option>
<option value="50">50㎡</option>
<option value="60">60㎡</option>
・・・・・・・
<option value="900">900㎡</option>
<option value="1000">1000㎡</option>

【検索】土地面積

[land_area]

土地面積で検索を行うためのセレクトボックスを出力します。

</select> ～ <select name="land_area_B">
<option value="50">50㎡</option>
<option value="60">60㎡</option>
・・・・・・・
<option value="900">900㎡</option>
<option value="1000">1000㎡</option>
<option value="9999" selected>上限なし</option>
</select>

<label><input type="radio" name="architectural" value="0" checked="checked" />指定なし
</label>
<label><input type="radio" name="architectural" value="1" />新築</label>

【検索】築年数

[architectural]

築年数で検索できるラジオボタンを出力します。

<label><input type="radio" name="architectural" value="3" />3年以内</label>
<label><input type="radio" name="architectural" value="5" />5年以内</label>
<label><input type="radio" name="architectural" value="10" />10年以内</label>
<label><input type="radio" name="architectural" value="15" />15年以内</label>
<label><input type="radio" name="architectural" value="20" />20年以内</label>

【検索】敷金（有無）

[deposit_cost]

敷金なしが検索できるチェックボックスを出力します。

【検索】礼金（有無）

[thank_cost]

礼金なしが検索できるチェックボックスを出力します。

<label><input type="checkbox" name="deposit_cost[]" value="0" />敷金なし</label>
<input type="hidden" name="deposit_cost_CHECK" value="true" />
<label><input type="checkbox" name="thank_cost[]" value="0" />礼金なし</label>
<input type="hidden" name="thank_cost_CHECK" value="true" />

<input type="hidden" name="rent_cost" value="between" /><select name="rent_cost_A">
<option value="0" selected>下限なし</option>
<option value="3.0">3.0万円</option>
<option value="3.5">3.5万円</option>
・・・・・・・
<option value="30">30万円</option>
<option value="50">50万円</option>

【検索】賃料

[rent_cost]

賃料が検索できるセレクトボックスを出力します。

<option value="100">100万円</option>
</select> ～ <select name="rent_cost_B">
<option value="3.0">3.0万円</option>
<option value="3.5">3.5万円</option>
・・・・・・・
<option value="50">50万円</option>
<option value="100">100万円</option>
<option value="9999" selected>上限なし</option>
</select>

<input type="hidden" name="buy_cost" value="between" /><select name="buy_cost_A">
<option value="0" selected>下限なし</option>
<option value="100">100万円</option>
<option value="500">500万円</option>
・・・・・・・
<option value="8000">8000万円</option>
<option value="9000">9000万円</option>
<option value="10000">1億円</option>

【検索】販売価格

[buy_cost]

販売価格が検索できるセレクトボックスを出力します。

</select> ～ <select name="buy_cost_B">
<option value="100">100万円</option>
<option value="500">500万円</option>
・・・・・・・
<option value="8000">8000万円</option>
<option value="9000">9000万円</option>
<option value="10000">1億円</option>
<option value="999999" selected>上限なし</option>
</select>

【検索】フリー項目１（テキスト）【引数対応】

[free1]

【検索】フリー項目２（テキスト）【引数対応】

[free2]

【検索】フリー項目３（テキスト）【引数対応】

[free3]

【検索】フリー項目４（テキスト）【引数対応】

[free4]

【検索】フリー項目５（テキスト）【引数対応】

[free5]

フリー項目に設定している項目が検索できる

【検索】フリー項目６（テキスト）【引数対応】

[free6]

テキストボックスを出力します。

【検索】フリー項目７（テキスト）【引数対応】

[free7]

【検索】フリー項目８（テキスト）【引数対応】

[free8]

【検索】フリー項目９（テキスト）【引数対応】

[free9]

【検索】フリー項目１０（テキスト）【引数対応】

[free10]

<input type="text" name="free1" value="" size="40" maxlength="255" />

<input type="hidden" name="options_SP" value="LIKE_AND" /><label><input
type="checkbox" name="options[]" value="エアコン" />エアコン</label>
<label><input type="checkbox" name="options[]" value="室内洗濯機置場" />室内洗濯機置場
</label>
<label><input type="checkbox" name="options[]" value="バス・トイレ別" />バス・トイレ別

【検索】特徴（チェックボックス）

[options_check]

特徴に設定されている項目が検索できるチェックボックスを出力します。

</label>
<label><input type="checkbox" name="options[]" value="２階以上" />２階以上</label>
・・・・・・・
<label><input type="checkbox" name="options[]" value="駐輪場" />駐輪場</label>
<label><input type="checkbox" name="options[]" value="バイク置場" />バイク置場</label>
<label><input type="checkbox" name="options[]" value="リフォーム済み" />リフォーム済み
</label>

<label><input type="radio" name="options" value="エアコン" checked="checked" />エアコン
</label>
<label><input type="radio" name="options" value="室内洗濯機置場" />室内洗濯機置場</label>

【検索】特徴（ラジオボタン）

[options_radio]

特徴に設定されている項目が検索できるラジオボタンを出力します。

<label><input type="radio" name="options" value="バス・トイレ別" />バス・トイレ別</label>
・・・・・・・
<label><input type="radio" name="options" value="駐輪場" />駐輪場</label>
<label><input type="radio" name="options" value="バイク置場" />バイク置場</label>
<label><input type="radio" name="options" value="リフォーム済み" />リフォーム済み</label>

<select name="options">
<option value="">選択してください</option>
<option value="エアコン">エアコン</option>
<option value="室内洗濯機置場">室内洗濯機置場</option>

【検索】特徴（セレクトボックス）

[options_select]

特徴に設定されている項目が検索できるセレクトボックスを出力します。

<option value="バス・トイレ別">バス・トイレ別</option>
・・・・・・・
<option value="駐輪場">駐輪場</option>
<option value="バイク置場">バイク置場</option>
<option value="リフォーム済み">リフォーム済み</option>
</select>

【検索】備考（テキスト）【引数対応】

[remarks]

備考が検索できるテキストボックスを出力します。

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

【検索】フリーワード（テキスト）【引数対応】

[keyword]

フリーワードが検索できるテキストボックスを出力します。

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

【検索条件】
【検索条件】エリア

[search_add_area]

検索ワードの「キーワード」を出力

検索ワードの「キーワード」を出力

【検索条件】物件種別

[search_item_type]

検索ワードの「キーワード」を出力

検索ワードの「キーワード」を出力

【検索条件】間取り

[search_rooms]

検索ワードの「キーワード」を出力

検索ワードの「キーワード」を出力

【検索条件】都道府県

[search_add_pre]

検索ワードの「キーワード」を出力

検索ワードの「キーワード」を出力

【検索条件】市区町村

[search_add_city]

検索ワードの「キーワード」を出力

検索ワードの「キーワード」を出力

【検索条件】路線

[search_ls_line]

検索ワードの「キーワード」を出力

検索ワードの「キーワード」を出力

【検索条件】駅

[search_ls_station]

検索ワードの「キーワード」を出力

検索ワードの「キーワード」を出力

【検索条件】特徴

[search_options]

検索ワードの「キーワード」を出力

検索ワードの「キーワード」を出力

【検索条件】フリーワード

[search_keyword]

検索ワードの「キーワード」を出力

検索ワードの「キーワード」を出力

「エリア」「物件種別」「間取り」など
ユーザーが検索する際に使用した検索ワードを動的に出力します。

【ソートURL】
【ソートURL】物件ID

[sort_item_id]

【ソートURL】都道府県

[sort_add_pre]

【ソートURL】市区町村

[sort_add_city]

【ソートURL】最寄駅１（徒歩）

[sort_ls_walk1]

【ソートURL】最寄駅２（徒歩）

[sort_ls_walk2]

【ソートURL】最寄駅３（徒歩）

[sort_ls_walk3]

【ソートURL】物件種別

[sort_item_type]

【ソートURL】建物構造

[sort_structure]

【ソートURL】間取り

[sort_rooms]

【ソートURL】面積

[sort_area]

【ソートURL】土地面積

[sort_land_area]

【ソートURL】築年数

[sort_architectural]

【ソートURL】駐車料金

[sort_parking_cost]

【ソートURL】敷金

[sort_deposit_cost]

【ソートURL】礼金

[sort_thank_cost]

【ソートURL】管理費

[sort_manage_cost]

【ソートURL】賃料

[sort_rent_cost]

【ソートURL】販売価格

[sort_buy_cost]

【ソートURL】物件問い合わせ回数

[sort_send_count]

物件IDで、昇順・降順に並び替えた
物件一覧ページのURLを出力します。
都道府県で並び替えた
物件一覧ページのURLを出力します。
市区町村で並び替えた
物件一覧ページのURLを出力します。
最寄駅１（徒歩）で並び替えた
物件一覧ページのURLを出力します。
最寄駅２（徒歩）で並び替えた
物件一覧ページのURLを出力します。
最寄駅３（徒歩）で並び替えた
物件一覧ページのURLを出力します。
物件種別で並び替えた
物件一覧ページのURLを出力します。
建物構造を、昇順・降順で並び替えた
物件一覧ページのURLを出力します。
間取りで並び替えた
物件一覧ページのURLを出力します。
面積で並び替えた
物件一覧ページのURLを出力します。
土地面積で並び替えた
物件一覧ページのURLを出力します。
築年数で並び替えた
物件一覧ページのURLを出力します。
駐車料金で並び替えた
物件一覧ページのURLを出力します。
敷金で並び替えた
物件一覧ページのURLを出力します。
礼金で並び替えた
物件一覧ページのURLを出力します。
管理費で並び替えた
物件一覧ページのURLを出力します。
販売価格で並び替えた
物件一覧ページのURLを出力します。
販売価格で並び替えた
物件一覧ページのURLを出力します。
物件問合せ回数で並び替えた
物件一覧ページのURLを出力します。
注目設定で並び替えた

./data.php?c=[コンテンツID]&order_key=item_id&order=ASC

./data.php?c=[コンテンツID]&order_key=add_pre&order=ASC

./data.php?c=[コンテンツID]&order_key=add_city&order=ASC

./data.php?c=[コンテンツID]&order_key=ls_walk1&order=ASC

./data.php?c=[コンテンツID]&order_key=ls_walk2&order=ASC

./data.php?c=[コンテンツID]&order_key=ls_walk3&order=ASC

./data.php?c=[コンテンツID]&order_key=item_type&order=ASC

./data.php?c=[コンテンツID]&order_key=structure&order=ASC

./data.php?c=[コンテンツID]&order_key=rooms&order=ASC

./data.php?c=[コンテンツID]&order_key=area&order=ASC

./data.php?c=[コンテンツID]&order_key=land_area&order=ASC

./data.php?c=[コンテンツID]&order_key=architectural_unix&order=ASC

./data.php?c=[コンテンツID]&order_key=parking_cost&order=ASC

./data.php?c=[コンテンツID]&order_key=deposit_cost&order=ASC

./data.php?c=[コンテンツID]&order_key=thank_cost&order=ASC

./data.php?c=[コンテンツID]&order_key=manage_cost&order=ASC

./data.php?c=[コンテンツID]&order_key=rent_cost&order=ASC

./data.php?c=[コンテンツID]&order_key=buy_cost&order=ASC

./data.php?c=[コンテンツID]&order_key=send_count&order=ASC

【並び変えURL】物件ID
./data.php?c=[コンテンツID]&order_key=item_id&order=ASC
【並び変えURL】都道府県
./data.php?c=[コンテンツID]&order_key=add_pre&order=ASC
【並び変えURL】市区町村
./data.php?c=[コンテンツID]&order_key=add_city&order=ASC
【並び変えURL】最寄駅１（徒歩）
./data.php?c=[コンテンツID]&order_key=ls_walk1&order=ASC
【並び変えURL】最寄駅２（徒歩）
./data.php?c=[コンテンツID]&order_key=ls_walk2&order=ASC
【並び変えURL】最寄駅３（徒歩）
./data.php?c=[コンテンツID]&order_key=ls_walk3&order=ASC
【並び変えURL】物件種別
./data.php?c=[コンテンツID]&order_key=item_type&order=ASC
【並び変えURL】建物構造
./data.php?c=[コンテンツID]&order_key=structure&order=ASC
【並び変えURL】間取り
./data.php?c=[コンテンツID]&order_key=rooms&order=ASC
【並び変えURL】面積
./data.php?c=[コンテンツID]&order_key=area&order=ASC
【並び変えURL】土地面積
./data.php?c=[コンテンツID]&order_key=land_area&order=ASC
【並び変えURL】築年数
./data.php?c=[コンテンツID]&order_key=architectural_unix&order=ASC
【並び変えURL】駐車料金
./data.php?c=[コンテンツID]&order_key=parking_cost&order=ASC
【並び変えURL】敷金
./data.php?c=[コンテンツID]&order_key=deposit_cost&order=ASC
【並び変えURL】礼金
./data.php?c=[コンテンツID]&order_key=thank_cost&order=ASC
【並び変えURL】管理費
./data.php?c=[コンテンツID]&order_key=manage_cost&order=ASC
【並び変えURL】賃料
./data.php?c=[コンテンツID]&order_key=rent_cost&order=ASC
【並び変えURL】販売価格
./data.php?c=[コンテンツID]&order_key=buy_cost&order=ASC
【並び変えURL】物件問い合わせ回数
./data.php?c=[コンテンツID]&order_key=send_count&order=ASC
【並び変えURL】注目設定

【ソートURL】注目設定

[sort_pickup]

【ソートURL】更新日

[sort_update]

【ソートURL】次回更新

[sort_item_limit]

検索フォーム開始タグ

[form_start]

検索フォーム終了タグ

[form_end]

検索ボタン

[form_button]

検索を行うためのボタンです。

<input type="submit" value="検索" />

一括選択チェックボックス

[form_all_check]

表示されている物件リストを全て選択するチェックボックスを出力します。

<input type="checkbox" onclick="allCheck(this, 'list')" />

検索結果数

[search_row]

検索結果数を出力します。

値

検索結果数を出力します。

検索範囲（前）

[search_limit1]

検索結果表示範囲の件数の開始数を出力します。

値

検索結果表示範囲の件数の開始数を出力します。

検索範囲（後）

[search_limit2]

検索結果表示範囲の件数の終了数を出力します。

値

検索結果表示範囲の件数の終了数を出力します。

物件一覧ページのURLを出力します。
更新日で並び替えた
物件一覧ページのURLを出力します。
次回更新で並び替えた
物件一覧ページのURLを出力します。

./data.php?c=[コンテンツID]&order_key=pickup&order=ASC

./data.php?c=[コンテンツID]&order_key=update_unix&order=ASC

./data.php?c=[コンテンツID]&order_key=item_limit_unix&order=ASC

./data.php?c=[コンテンツID]&order_key=pickup&order=ASC
【並び変えURL】更新日
./data.php?c=[コンテンツID]&order_key=update_unix&order=ASC
【並び変えURL】次回更新
./data.php?c=[コンテンツID]&order_key=item_limit_unix&order=ASC

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 <script type="text/javascript" src="./common/js/data.js"></script><form action="./data.php"
ください。

method="get" name="form"><input type="hidden" name="c" value="[コンテンツID]" />

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。

</form>

<span>1</span>
<a href="data.php?c=[コンテンツID]&page=2">2</a>
<a href="data.php?c=[コンテンツID]&page=3">3</a>

ページャー（囲みなし）

[pager_normal]

検索一覧のページ切り替え

<a href="data.php?c=[コンテンツID]&page=4">4</a>

（ページャー）を出力します。

<a href="data.php?c=[コンテンツID]&page=5">5</a>
<a href="data.php?c=[コンテンツID]&page=6">6</a>
<a href="data.php?c=[コンテンツID]&page=2">&rsaquo;</a>
<a href="data.php?c=[コンテンツID]&page=24">&raquo;</a>
<li><span>1</span></li>
<li><a href="data.php?c=[コンテンツID]&page=2">2</a></li>
<li><a href="data.php?c=[コンテンツID]&page=3">3</a></li>

ページャー（<li><／li>）

[pager_li]

検索一覧のページ切り替え

<li><a href="data.php?c=[コンテンツID]&page=4">4</a></li>

（ページャー）を出力します。

<li><a href="data.php?c=[コンテンツID]&page=5">5</a></li>
<li><a href="data.php?c=[コンテンツID]&page=6">6</a></li>
<li><a href="data.php?c=[コンテンツID]&page=2">&rsaquo;</a></li> <li><a
href="data.php?c=[コンテンツID]&page=24">&raquo;</a></li>

物件検索リスト（一覧HTML）

[list]

検索条件パラメータ（URL）

[search_param]

一括物件問い合わせリンク（【一般】物件お問い合わせ）

[form_entry]

一括物件問い合わせリンク（【会員】物件お問い合わせ）

[form_entry_m]

一括物件問い合わせリンク（物件問い合わせ）

[form_コンテンツID]

システム設置URL

[system]

インデックスURL

[index]

「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。
検索条件のURLを出力します。

【一覧HTML】の内容が表示されます。

【一覧HTML】の内容が表示されます。

値(URL)

値（URL）を出力します。

<a href="#" onclick="sendCheckItem('entry'); return false;">一括物件問い合わせ</a>

一般お問合せ時のリンクURLを出力します。

<a href="#" onclick="sendCheckItem('entry_m'); return false;">一括物件問い合わせ</a>
<a href="#" onclick="sendCheckItem('コンテンツID'); return false;">一括物件問い合わせ</a>

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。

https://[設置先URL]/[設置先フォルダ]/

https://[設置先URL]/[設置先フォルダ]/

./data.php?c=index

./data.php?c=index

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
・応募フォーム／会員登録フォーム／会員編集フォーム

物件掲載件数

[item_row]

掲載されている物件件数を表示します

値

値

物件更新日時

[item_update]

最終物件が更新された日付を出力します。

値

値

本日日付

[today]

本日の日付を出力します。

値

値

【HTMLテンプレート】ヘッダー

[parts_header]

【HTMLテンプレート】サイドバー

[parts_side_bar]

各【HTMLテンプレート】に記述されていソース内容が出力されます。

各【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。

【HTMLテンプレート】フッター

[parts_footer]

※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

【HTMLテンプレート】【サンプル】会員フルデザイン版

ヘッダー

[parts_s05_head]

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】【サンプル】会員フルデザイン版

フッター

[parts_s05_foot]

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]

【HTMLテンプレート】【サンプル】会員フルデザイン版

[会員]ヘッダー

[parts_s05_head_m]

【HTMLテンプレート】【サンプル】会員フルデザイン版

[会員]フッター

[parts_s05_foot_m]

・【会員】サイドバー[side_bar]

【会員情報】
【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

ログアウトURL
./data.php?logout=true

