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製造中止のご案内

記

　拝啓　貴社益々ご隆盛のこととお慶び申し上げます。
平素は、弊社製品をご愛顧賜り、誠にありがとうございます。

　さて、現在ご愛顧いただいております弊社基板製品につきまして、下記の通り製造中止する
ことを決定いたしましたのでご案内申し上げます。

生産委託契約終了に伴い、生産終了に至りました。

尚、本製造中止につきましては 2018 年 10 月 1 日の PDN 番号 20181001（第１版）にてご案内申し上げてお
ります通り、すでに最終受注受付は終了しております。代替品について一部不明瞭な点がございましたので、
改めてご案内させていただきます。

何卒、諸事情をご理解の上ご了承賜ります様、宜しくお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具

〒 358-0011 埼 玉 県 入 間 市 下 藤 沢 757-3
TEL:04-2964-8804　FAX:04-2964-7653
管理部　吉原　孝

1　製造中止理由

2　製造中止対象製品

3　スケジュール

4　代替品

生産委託契約終了の為

・ HLSB-36PCI-LP
・ CUB-43PCI-LP

最終受注期日（すでに最終受注受付は終了しております） 2018 年 12 月 31 日
最終出荷期日 2019 年  3 月 31 日

以上

HLSB-36PCI-LP 代替品 --- HLSB-36PCI1（販売中）
ソフトウェア： 弊社の API 仕様は共通ですが、ライブラリ（*.lib、*.dll）を置

き換え、再ビルドが必要です。
詳細については、各ユーザーズマニュアルをご確認ください。

ハードウエア： 通信接続方法に差異あり
詳細は下記 URL を参照ください。
https://www.steptechnica.com/jp/products/hlsb-36pci1/hlsb-36pci1.html

CUB-43PCI-LP 代替品 --- CUB-43PCI1（販売中）
ソフトウェア： 弊社の API 仕様は共通ですが、ライブラリ（*.lib、*.dll）を置

き換え、再ビルドが必要です。
詳細については、各ユーザーズマニュアルをご確認ください。

ハードウエア： 互換性あり
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Product Discontinuance

Notes

Dear Valued Customers and Business Partners, 

This letter serves as notification that StepTechnica Co., Ltd. has decided to discontinue the manufacturing 
of specific part number offerings from our PCI board products.

These products have become obsolete due to the expiration of manufacturing contract and replaced by 
newer products.

The notification of discontinuance has already announced on PDN document#20181001 (Rev.1 issued  
October 1, 2018). This 2nd revised notification announces more detailed information on the replacement 
products.

Thank you for your partnership, your business, and the opportunity to serve you.

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Yours truly,

757-3, Shimofujisawa, Iruma, Saitama
ZIP 358-0011
E-mail ：info@steptechnica.com
Management Div. Takashi Yoshiwara

1　Reason of discontinuance
Expiration of contract between manufacturer

2　Affected products
・ HLSB-36PCI-LP
・ CUB-43PCI-LP

3　Schedule
Last time buy （Orders have been already closed.） December 31, 2018 
Last time ship March 31, 2019 

4　Replacement products
HLSB-36PCI-LP Replacement product  --- HLSB-36PCI1 （Now available）

Software  ：HLSB-36PCI-LP and HLSB-36PCI1 have common API 
specifications. Though, replacement of libraries （*.lib, 
*.dll） and rebuild are necessary. 
For more details, refer to the User's Manuals of each 
boards.

Hardware：HLSB-36PCI-LP and HLSB-36PCI1 have different 
network connection interfaces.

Visit URL below for details.
https://www.steptechnica.com/en/products/hlsb-36pci1/hlsb-36pci1.html

CUB-43PCI-LP Replacement product  --- CUB-43PCI1 （Now available）
Software  ：CUB-43PCI-LP and CUB-43PCI1 have common API 

specifications. Though, replacement of libraries（*.lib, 
*.dll）and rebuild are necessary. 
For more details, refer to the User's Manuals of each 
boards.

Hardware：Compatible


