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プラグイン導入方法 

EC-CUBE４公式ページのマニュアルに従ってインストールをしてください。 

インストール後「有効にする」ことで、本プラグインが利用可能となります。 

 

参考：EC-CUBE 4.0 系向けマニュアル(PDF) 

    (http://downloads.ec-cube.net/manual/v4/plugin-install-guide.pdf) 

 

プラグインを有効にすると、以下の DBにテーブルが作成されます。 

・plg_apg_form_builder_form    (フォームテーブル) 

・plg_apg_form_builder_form_detail  (フォーム詳細テーブル) 

・plg_apg_form_builder_form_response （フォーム回答テーブル） 

 

 

 

プラグイン削除方法 

EC-CUBE4のマニュアルに従ってアンインストールをしてください。 

アンインストールすると、関連するテーブルはすべて削除されます。一度削除されたデータは、復元はできません。 

なお、プラグインを「無効」にしただけでは、データの削除は行われません。 

  

http://downloads.ec-cube.net/src/manual/v4/plugin-install-guide.pdf
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フォームの作成画面 

 

プラグインインストール後、初期設定なしでフォームの作成ができます。 

フォームを作成するには、プラグインインストール後に表示される左メニューの 

 

[フォーム作成] – [フォーム作成]  

 

のリンクから、フォーム作成画面に遷移できます。 

 

 
 

 

既に登録済みのフォームを編集したい場合、後述のフォーム一覧画面からリンクをクリックして、遷移してください。 
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基本情報 

「基本情報」は、作成するフォームの基本となる情報を入力します。 

 

※※ 新規登録時 ※※ 

 

 

※※ 編集時 ※※ 

 

 

フォーム名称(管理用名称)  

管理画面で管理するためのフォーム名称。ユーザーページには表示されません。 

 

ステータス 

フォームのステータス状態を選択。登録、及び編集時の状態により選択可能なステータスは変わります。 

フォーム公開前 : 「下書き」「公開」が選択可能。「公開」するまではユーザーページには表示されません。 

フォーム公開後 ： 1度でも「公開」された場合は、「公開」「公開停止」が選択可能。 

「公開停止」になるとユーザー側には表示されません。 

 

公開開始日、公開終了日 

フォームの公開日を設定できます。ユーザーが開いた日付で判別されます。 

フォームの公開開始日より以前、または公開終了日を過ぎていた場合、ユーザーページには表示されません。 

公開終了日 を指定していない場合、有効期限なく公開状態となります。 
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ログイン時のみ公開 

前述の公開条件(ステータス、公開開始日、公開終了日)を満たしていても、ユーザーがログインしていない場合 

ユーザーページには表示されません。 

例えば、新規会員登録特典としてプレゼント応募などを受け付けるといったことに利用できます。 

 

フロントページ情報 

「フロントページ情報」は、フロント（ユーザーページ）に表示する情報を入力します。 

 

※※ 新規登録時 ※※ 

 

※※ 編集時 ※※ 

 

 

フロント URL 

フロントに表示する URL。フォームを新規に登録した際、自動で発行されます。 

フロント画面やメールなどからアンケートのリンクを埋め込む場合、こちらの URLを指定してください。 

なお、URLは後述の「スラッグ」で任意に指定することができます。スラッグを指定しなかった場合、 

自動で URL([apg_form/{id}])が割り振られます。 

 

ページタイトル 

フロントに表示した際のページタイトルを指定。ユーザーがページを開いた際に表示されるタイトルです。 

※デザインテンプレートにより、独自でタイトルの出力を制御していた場合、反映されない可能性があります。 

 

スラッグ 

スラッグ(URL)を指定可能（任意）。利用できる文字は、 半角英数字、及び一部の記号(-._/)のみ。 
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フロント version 

作成したフォームの version(バージョン)。ステータスを「公開」にした後、フォームのバージョン管理が行われます。 

バージョン管理を行うことで、フォームを公開した後でも、入力項目の編集などが可能となっています。 

バージョンは、システムにより自動で発行され、後述の「フォーム作成」で項目が変更されると、自動でバージョンアップ 

（インクリメント）します。 

 

入力／確認画面テンプレート編集 

作成したフォームの入力画面、及び確認画面のページ管理へのリンク。 

新規登録すると、ユーザーページで利用されるページテンプレートが自動で作成されます。 

作成されたページテンプレートは、そのままでも利用できますが、デザインなどショップオリジナルのデザインに 

カスタマイズできるように EC-CUBE標準で用意されている「ページ管理」を利用して編集できます。 

ただし、編集によってフォームが正常に表示される可能性もありますので、十分に注意して作業を行ってください。 

 

完了画面テンプレート編集 

作成したフォームの完了画面のページ管理へのリンク。 

新規登録すると、ユーザーページで利用されるページテンプレートが自動で作成されます。 

作成されたページテンプレートは、そのままでも利用できますが、デザインなどショップオリジナルのデザインに 

カスタマイズできるように EC-CUBE標準で用意されている「ページ管理」を利用して編集できます。 

ただし、編集によってフォームが正常に表示される可能性もありますので、十分に注意して作業を行ってください。 

 

フォーム作成 

「フォーム作成」は、フロント（ユーザーページ）に表示するフォームの項目を作成します。 

 

※※ 新規登録時 ※※ 
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※※編集時 ※※ 
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フォーム作成の基本 

フォームの作成は GUIを使って、右側の入力項目を「クリック」または「左エリアにドラッグ＆ドロップ」で項目を組み立ててい

くことができます。 

 

 

 

■入力フィールド表示エリア(左エリア) 

左エリアは、設置した入力フィールドが確認できるエリアです。 

右エリアの入力フィールドから、クリックすると右エリアに選択した入力フィールドが挿入されます。 

すでに入力フィールドが存在する場合、一番下に新しく追加されます。 

 

■入力フィールド選択エリア(右エリア) 

フォームを構成する入力フィールドを選択できます。 

設置したい入力フィールドは、以下の通りです。 

 

⚫ テキストフィールド（input タグ type=text,password,email,tel） 

⚫ テキストエリア(textarea タグ 

⚫ ヘッダー（h タグ） 

⚫ 段落（説明文章など） 

⚫ 選択（セレクトボックス） 

⚫ チェックボックスグループ(input タグ type=checkbox) 

⚫ ラジオボタングループ（input タグ type=radio） 

⚫ 日付フィールド(input タグ type=date) 

⚫ お問い合わせサンプル（デフォルトのサンプルで用意されている入力フィールドを設置）※1 

⚫ アンケートサンプル（デフォルトのサンプルで用意されている入力フィールドを設置）※1 
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※1・・・お問い合わせサンプル、アンケートサンプルについて 

初めてフォームを作成される方向けに、入力フィールドセットをサンプルとして用意しています。 

他の入力フィールドと同様にクリック、またはドラッグ＆ドロップで挿入可能です。 

とりあえずフォーム作成をやってみたい、試してみたい方は、このサンプルセットをクリックして、挿入されるフ

ィールドセットの設定内容などを確認してみてください。 

 

入力フィールド要素の操作 

挿入した入力フォールドに対して、削除やコピーなど要素に対する操作ができます。 

入力フィールドを挿入すると、下記のように選択した入力フィールドの情報（オプション）の編集ができるようになります。 

なお、各オプションは入力フィールドにより異なるので、後述の「フォームの入力項目について」をご参照ください。 

この項では、下図にある入力フィールド共通の「要素の操作エリア」について説明します。 

 

 

なお、後述の「編集」及び「閉じる」をクリックするとオプションの編集エリアは閉じられ、下記のような表示となります。 
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要素の操作エリア① 

要素の操作エリア①は、操作したい入力フィールドにマウスを合わせると表示されます。 

表示された要素エリアの各ボタンをクリックすることで、入力フィールド毎に操作が行えます。 

 

■削除 

 

要素の削除が行えます。削除をした後、「登録」ボタンをクリックすることで反映されます。 

 

■編集 

 

入力フィールドのオプション編集エリアの開閉が行えます。 

編集エリアが表示されているときにクリックすると閉じられ、編集エリアが閉じているときにクリックすると開かれます。 

なお、編集エリアを閉じる操作は、後述の 要素の操作エリア② の「閉じる」をクリックしたときと同じ動作となります。 

 

■コピー 

 

入力フィールドのコピーが行えます。 

「コピー」をクリックすると、コピー元の入力フィールドの下に、新たに入力フィールドが挿入されます。 

コピー後、「登録」ボタンをクリックすることで反映されます。 

 

要素の操作エリア② 

要素の操作エリア②は、オプション編集エリアが表示されている状態のときに表示されています。 

 

■閉じる 

オプション編集エリアを閉じます。 

閉じた編集エリアを開くには、要素の操作エリア①の「編集」をクリックしてください。 
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フォームの入力項目について 

フォームの登録、編集時にフォームの入力フィールドを自由に組み立てていくことができます。 

各フィールドには、設定可能なプロパティがあり、フィールド毎に設定可能です。 

 

テキストフィールド 

テキストフィールドは、1行テキストが入力できる項目です。 

HTML標準の input タグが出力されます。 

 

 

必須 

入力を必須にするか、未入力を許容するかを指定します。 

ユーザーに必ず入力させたい項目は、チェックをいれてください。 

 

ラベル 

入力項目の名称(ラベル)を指定します。 

 

ヘルプテキスト 

入力する内容について補足説明をしたい場合などに入力します。 

html コード を入力した場合、htmlのタグを認識しそのまま反映されます。 

 

プレースホルダー 

入力する前に表示される補助テキストが入力できます。 

Html 標準の placeholder として出力されます。 
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名前 

フィールドの名前です。こちらは、システムから自動で発行されます。 

この項目は、入力フィールドを示す一意の名前としてシステムで利用され、編集できません。 

Html 標準の name として出力されます。 

 

値 

画面表示にデフォルトの値として出力したい内容が入力できます。 

デフォルト値を定義したい場合に利用可能です。 

 

タイプ 

テキストフィールドのタイプ(input タグの type )の指定ができます。 

定義可能なタイプは、以下の通り。 

 

テキストフィールド : <input type=”text”> 

password  : <input type=”password”> 

email(＊1)  : <input type=”email”> 

tel   : <input type=”tel”> 

 

＊1・・・ email について 

email は、後述の「自動返信メール(ユーザー宛)」の宛先として利用されます。 

自動返信メールの機能を利用される場合、必ずタイプに email を指定したテキストフィールドを作成してく

ださい。 

なお、入力項目に複数 email タイプをもつテキストフィールドが複数存在した場合、もっとも最上部に配置

したテキストフィールドの項目が自動返信メールの宛先として利用されます。 

 

文字数上限 

入力可能な文字数を制限することができます。 

ユーザーは、指定した文字数以上の文字は入力できなくなります。 

 

テキストエリア 

テキストエリアは、複数行テキストが入力できる項目です。 

HTML標準の textarea タグが出力されます。 
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必須 

入力を必須にするか、未入力を許容するかを指定します。 

ユーザーに必ず入力させたい項目は、チェックをいれてください。 

 

ラベル 

入力項目の名称(ラベル)を指定します。 

 

ヘルプテキスト 

入力する内容について補足説明をしたい場合などに入力します。 

html コード を入力した場合、htmlのタグを認識しそのまま反映されます。 

 

プレースホルダー 

入力する前に表示される補助テキストが入力できます。 

Html 標準の placeholder として出力されます。 

 

名前 

フィールドの名前です。こちらは、システムから自動で発行されます。 

この項目は、入力フィールドを示す一意の名前としてシステムで利用され、編集できません。 

Html 標準の name として出力されます。 
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値 

画面表示にデフォルトの値として出力したい内容が入力できます。 

デフォルト値を定義したい場合に利用可能です。 

 

タイプ 

「テキストエリア」のみ選択可能です。 

 

文字数上限 

入力可能な文字数を制限することができます。 

ユーザーは、指定した文字数以上の文字は入力できなくなります。 

 

行数 

表示するテキストエリアの行数が指定できます。 

入力項目の表示上の桁数の制御が可能で、実際にユーザーが入力する内容の行数を制御するものでありません。 

指定した桁数は、textarea タグの rows の値として出力されます。 

 

ヘッダー 

ヘッダーは、サブタイトルなどを定義できるフィールドです。 

HTML標準の h1～h6 タグを出力できます。 

 

 

ラベル 

ヘッダーに出力する文言を指定できます。 
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タイプ 

出力したいヘッダータグ(h)タグのタイプを指定できます。 

指定可能なタグは、 ｈ１～h6 (＊1) です。 

 

＊1・・・どのタイプを選択するかは、ページの構成要素から選択するのが一般的です。 

選択基準がよくわからないというかたは、HTML標準の h タグについて調べてみることをおすすめします。 

システム上、特に利用するタイプに制限はありませんが、フォーム作成時に自動出力されるページレイアウト

では h1 タグはすでに利用されているため、h2 タグから利用されることをおすすめします。 

 

段落 

段落は、入力フォームの途中で説明文などのテキストを挿入できるフィールドです。 

 

 

コンテンツ 

挿入するテキストを入力します。 

 

タイプ 

タイプは、フロント表示時の html タグの指定が行えます。 

選択可能なタイプは、以下の通り。 

 

p  : <p>タグ 

address : <address> タグ 

blockquote : <blockquote > タグ 

 

各タグついてはの説明は、一般的な html 標準の説明などをご参照ください。 
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選択 

選択は、セレクトボックス(select)が表示できるフィールドです。 

予め決められた複数の候補の中から選択させたい場合に利用します。 

 

 

必須 

入力を必須にするか、未入力を許容するかを指定します。 

ユーザーに必ず入力させたい項目は、チェックをいれてください。 

 

ラベル 

入力項目の名称(ラベル)を指定します。 

 

ヘルプテキスト 

選択する内容について補足説明をしたい場合などに入力します。 

html コード を入力した場合、htmlのタグを認識しそのまま反映されます。 

 

プレースホルダー 

入力する前に表示される補助テキストが入力できます。 

Html 標準の placeholder として出力されます。 
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名前 

フィールドの名前です。こちらは、システムから自動で発行されます。 

この項目は、入力フィールドを示す一意の名前としてシステムで利用され、編集できません。 

Html 標準の name として出力されます。 

 

複数選択を許可する 

セレクトボックスの複数選択(マルチ選択)を可能にします。 

出力されるタグには、select タグの multiple属性が付与されます。 

 

複数選択を許可する 

セレクトボックスの複数選択(マルチ選択)を可能にします。 

 

オプション 

選択可能な候補（選択肢）を編集できます。 

選択フィールドを追加すると、デフォルトで以下のようなオプション(選択肢)がデフォルトで 3行用意されています。 

 

左エリア : ユーザーページで表示される名称。 

右エリア : 選択肢をシステムで処理するための内部コード。 

 

なお、右エリアの内部コードが選択肢の中で重複した場合、システム側で選択肢が判別つかなくなるので、 

必ず重複しないコードを設定してください。 

選択肢を追加したい場合、「オプションを追加」ボタンをクリックすることで、さらに増やすことができます。 

 

チェックボックスグループ 

チェックボックスグループは、チェックボックス(input type=”checkbox”)が表示できるフィールドです。 

複数の選択肢の中から未選択、または複数選択をさせたい場合などに利用します。 
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必須 

入力を必須にするか、未入力を許容するかを指定します。 

ユーザーに必ず入力させたい項目は、チェックをいれてください。 

 

ラベル 

入力項目の名称(ラベル)を指定します。 

 

ヘルプテキスト 

選択する内容について補足説明をしたい場合などに入力します。 

html コード を入力した場合、htmlのタグを認識しそのまま反映されます。 

 

名前 

フィールドの名前です。こちらは、システムから自動で発行されます。 

この項目は、入力フィールドを示す一意の名前としてシステムで利用され、編集できません。 

Html 標準の name として出力されます。 

 

オプション 

選択可能な候補（選択肢）を編集できます。 

選択フィールドを追加すると、デフォルトで以下のようなオプション(選択肢)がデフォルトで 1行用意されています。 

 

左エリア : ユーザーページで表示される名称。 
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右エリア : 選択肢をシステムで処理するための内部コード。 

 

なお、右エリアの内部コードが選択肢の中で重複した場合、システム側で選択肢が判別つかなくなるので、 

必ず重複しないコードを設定してください。 

選択肢を追加したい場合、「オプションを追加」ボタンをクリックすることで、さらに増やすことができます。 

 

ラジオボタングループ 

ラジオボタングループは、ラジオボタン (input type=”radio”)が表示できるフィールドです。 

複数の選択肢の中から 1つ選択させたい場合に利用します。 

 

 

 

必須 

入力を必須にするか、未入力を許容するかを指定します。 

ユーザーに必ず入力させたい項目は、チェックをいれてください。 

 

ラベル 

入力項目の名称(ラベル)を指定します。 

 

ヘルプテキスト 

選択する内容について補足説明をしたい場合などに入力します。 

html コード を入力した場合、htmlのタグを認識しそのまま反映されます。 

 

名前 
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フィールドの名前です。こちらは、システムから自動で発行されます。 

この項目は、入力フィールドを示す一意の名前としてシステムで利用され、編集できません。 

Html 標準の name として出力されます。 

 

オプション 

選択可能な候補（選択肢）を編集できます。 

選択フィールドを追加すると、デフォルトで以下のようなオプション(選択肢)がデフォルトで 3行用意されています。 

 

 

左エリア : ユーザーページで表示される名称。 

右エリア : 選択肢をシステムで処理するための内部コード。 

 

なお、右エリアの内部コードが選択肢の中で重複した場合、システム側で選択肢が判別つかなくなるので、 

必ず重複しないコードを設定してください。 

選択肢を追加したい場合、「オプションを追加」ボタンをクリックすることで、さらに増やすことができます。 

 

 

日付フィールド 

日付フィールドは、日付を入力させたい場合に利用するフィールドです。 

出力される html タグは、(input type=”date”)です。  
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必須 

入力を必須にするか、未入力を許容するかを指定します。 

ユーザーに必ず入力させたい項目は、チェックをいれてください。 

 

ラベル 

入力項目の名称(ラベル)を指定します。 

 

ヘルプテキスト 

選択する内容について補足説明をしたい場合などに入力します。 

html コード を入力した場合、htmlのタグを認識しそのまま反映されます。 

 

プレースホルダー 

入力する前に表示される補助テキストが入力できます。 

Html 標準の placeholder として出力されます。 

 

名前 

フィールドの名前です。こちらは、システムから自動で発行されます。 

この項目は、入力フィールドを示す一意の名前としてシステムで利用され、編集できません。 

Html 標準の name として出力されます。 

 

値 

画面表示にデフォルトの値として出力したい内容が入力できます。 

デフォルト値を定義したい場合に利用可能です。 

 

※日付フィールドを使う場合の注意 

日付フィールドは、input タグの type を date タグとして指定するための入力フィールドです。 

しかし、IE11などの古いバージョンでは、type=dateは対応しておりません。 

そのため、システムから出力されるユーザーページのページテンプレートでは、type=”date”が利用できない

ブラウザの場合は、jquery-uiのカレンダー (https://jqueryui.com/datepicker/) を利用しています。 

もし、jquery-ui を利用したくないなどありましたら、出力される「入力／確認画面テンプレート」を編集してご

利用するようにしてください。 

 

お問い合わせサンプル、アンケートサンプル 

このフィールドは、初めてフォーム作成プラグインを使う方などのために、予め用意した入力フィールドのセットが一括で挿入

できます。 

インストール直後など、初めて利用するけどよくわからないという場合は、まずはこのサンプルフィールドを「クリック」または「ド

ラッグ＆ドロップ」で挿入し、登録してみてください。 

挿入したサンプルセットは、そのままでも利用可能です。 

 

https://jqueryui.com/datepicker/
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フォーム送信後アクション 

ユーザーページにて、ユーザーがフォームを送信した後のアクションについて定義します。 

 

※※ 新規登録時 ※※ 

 

 

※※ 編集時 ※※ 

 

 

通知先メールアドレス(管理者宛) 

ユーザーページでフォームが送信された際、メールを送信することができます。 

カンマ(,)区切りで複数入力することで、複数の宛先にメールを送信します。 

メールが特に不要な場合は、入力欄を空欄で保存してください。 

 

通知メール編集 

管理者宛の通知メールについて、自由にカスタマイズすることができます。 

メールテンプレートは、フォームを新規登録した際に自動生成され、EC-CUBE標準機能の 

「メール管理」にて編集できます。 

新規登録後、編集画面を開くと、メール編集画面へのリンクが作成されますので、そのリンクから遷移してください。 
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自動返信メール（ユーザー宛） 

「有効」にした場合、フォーム送信時、入力したユーザー宛に送信内容といったメールを自動返信することができます。 

 

自動返信メールの宛先は、フォーム作成時に「テキストフィールド」の「タイプ」で email を指定されたフィー

ルドの入力項目がその対象となります。 

複数の テキストフィールド(タイプ:email)が存在する場合、最上部に配置された入力項目の値が、その対象

となります。 

 

自動返信メール編集 

管理者宛の通知メールについて、自由にカスタマイズすることができます。 

メールテンプレートは、フォームを新規登録した際に自動生成され、EC-CUBE標準機能の 

「メール管理」にて編集できます。 

新規登録後、編集画面を開くと、メール編集画面へのリンクが作成されますので、そのリンクから遷移してください。 
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フォーム一覧画面 

 

作成したフォームの一覧画面を参照することができます。 

 

 
 

左メニューの [フォーム作成] – [フォーム一覧]から遷移します。 

 

 
 

各リンク、ボタンについて 

フォーム一覧画面から、各ページへのリンク、及び削除、コピーといった操作ができます。 
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① 新規作成 [ボタン] – フォームの新規作成画面に遷移。 

② フォーム名 [リンク] – 作成済みのフォームの編集画面に遷移。 

③ 回答数 [リンク] – フォーム ver. 選択画面に遷移。ユーザーの回答を参照、ダウンロードしたい場合はこちら。 

④ (アイコン)フロントページ [リンク] – ユーザーページ(フロント)のフォーム画面を表示。 

⑤ (アイコン)回答数 [リンク] – ③の「回答数」と同じ振る舞い。 

⑥ (アイコン)複製 [ボタン] – 該当フォームのコピーを作成。コピーすると、「下書き」状態で追加されます。 

⑦ (アイコン)削除[ボタン] – 該当フォームを削除。削除すると、フォーム一覧から表示されなくなります。 

 

フォーム ver.選択 一覧画面 

 

フォーム一覧画面から「回答数」のリンクをクリックすることで遷移できます。 

本プラグインでは、フォーム公開後でも入力内容を編集できるようにするためにバージョン(ver.)管理を行っています。 

そのため、ユーザーページから送信された回答を確認するためには、対象のバージョンを選択する必要があります。 
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① 回答なしのバージョンも表示 – ユーザーの回答がないフォームのバージョンも表示させたい場合、「有効」にします。 

② 回答数 [リンク] – 回答一覧ページに遷移します。 

③ (アイコン)回答一覧 [リンク] – ②と同じ振る舞い。 

④ (アイコン)すべての回答をダウンロード [ボタン] – 送信されたすべての回答を CSVでダウンロードできます。 

⑤ (アイコン)一覧／CSV出力設定 [リンク] – 一覧／CSV出力設定画面に遷移します。 
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回答一覧画面 

 

フォーム ver. 画面から「回答数」のリンクをクリックすることで遷移できます。 

 

 
 

 

① CSVダウンロード [ボタン] – 送信されたすべての回答を CSVでダウンロードできます。 

② 一覧／CSV出力設定 [リンク] – 一覧／CSV出力設定画面に遷移します。 

③ 回答詳細 [リンク] – 回答詳細ページへ遷移します。 

④ 削除 [ボタン] – 回答を削除。（*データが完全に削除されますので、削除する前に十分にご確認ください） 
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回答詳細画面 

 

回答一覧画面から「回答詳細」のリンクをクリックすることで遷移できます。 

 

 
 

 

ショップ管理用メモ欄 

ショップ運営者（管理者）が、もらった回答に対して自由にメモを保存することができます。 

保存した内容は、一覧／CSV出力設定画面なので表示させることができます(※) 

 

※一覧／CSVで出力させるためには、後述する一覧／CSV出力設定画面で表示対象にする必要があります。 
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一覧／CSV出力設定画面 

 

回答一覧、及び CSVダウンロードで出力される項目をフォームのバージョン毎でそれぞれ細かく指定することができます。 
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ユーザーページ(フロント) 

 

フォームの作成画面の章で説明させて頂いておりますが、フォーム作成時に、EC-CUBE標準の「ページ管理」で管理可

能なページテンプレートが自動生成されます。 

ページ管理を利用し、お店のデザインのカスタマイズや、説明文言など自由に変更してみてください。 

 

入力画面 

 
 

■ [管理画面] - ページ管理 
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確認画面 

 

 
 

 

■[管理画面]ページ管理 

 

※入力画面と同じページを利用 
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完了画面 

 

 

■[管理画面]ページ管理 
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よくある質問 

本プラグインに関して、少し戸惑いそうな点などを纏めています。 

 

作成したフォームは、公開前に確認(プレビュー)できますか？ 

可能です。 

管理画面にログインした状態で登録したフォームのユーザーページを開くと、ステータスや公開日の設定関係なくフォームの

確認、及び実際に入力することができます。 

 

自動返信メール(ユーザー宛)の宛先はどうやって定義すれば良いですか？ 

自動返信メールの宛先は、フォーム作成時に「テキストフィールド」の「タイプ」で email を指定されたフィールドの入力項目

がその対象となります。 

複数の テキストフィールド(タイプ:email)が存在する場合、最上部に配置された入力項目の値が、その対象となります。 

 

詳細は、以下のページをご確認ください。 

 [フォームの作成方法] – [フォーム送信後アクション] – [自動返信メール(ユーザー宛)] 

 [フォームの作成報告] – [フォーム作成] – [フォームの入力項目について] – [テキストフィールド] 

 

初めて利用します。入力フォームのサンプルはありますか？ 

サンプルフォームなどのご用意ありません。 

しかし、初めて使う方でフォームの作成方法がよくわからないという方のために、「お問い合わせサンプル」「アンケートサンプ

ル」という入力フィールドのセットが１クリックで挿入できるように準備しております。 

まずは、そのサンプルセットを挿入してみることで、入力フォームの作成方法について感覚を掴んで頂くのがおすすめです。 

 

詳細は、以下のページをご確認ください。 

[フォームの作成報告] – [フォーム作成] – [フォームの入力項目について] – [お問い合わせサンプル、アンケートサンプル] 

 

補足事項 

 

本プラグインの機能とは関係ありませんが、補足する内容をまとめています。 

 

formBuilderについて 

本プラグインでは、フォーム作成のインターフェースに formBuilder(MIT ライセンス) というライブラリを採用しています。 

https://formbuilder.online/ 
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その他、ご不明点やカスタマイズのご相談はサポートまでお気軽にご相談ください。 

※お問い合わせ窓口は、オーナーストアにてご確認お願いします。 


