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製品生産中止通知

概要
この通知は、MultiLINX ダウンロード ケーブルの製造中止をお知らせするものです。

該当製品
MultiLINX ダウンロード ケーブル (オーダー コード HW-MULTILINX) の製造を中止します。 この代替製品として プラット
フォーム ケーブル USB、パラレル ケーブル IV および MultiPRO デスクトップ ツールを導入致します。これらの代替製品に
は、MultiLINX ケーブルと同様の機能が多数含まれております。
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す。 MultiLINX の最終受注に合わせて
ケーブルをお買い置きください)

2004 年 12 月にリリース致しましたプラット フォーム ケーブル USB は、 USB2.0 インターフェイスで、 USB1.1 と互換性があ
ります。MultiLINX ケーブルの代替品に関するご質問、ご不明な点がございましたらザイリンクス販売代理店までお問い合
わせ下さい。

説明
MultiLINX ケーブルは、お客様の需要が低下し、製造を継続しても採算性が見込めないため、生産を中止致します。 この
ため、MultiLINX ケーブルの代替製品と致しまして、高速且つコスト パフォーマンスの高い プラットフォーム ケーブル USB、
パラレル ケーブル IV および MultiPRO デスクトップ ツールを導入することに致しました。 MultiLINX ケーブルのソフトウェ
アは、2005 年にリリースの ISE7.1i および ISE 7.1i サービス パックをもってサポートを終了致します。

キー デート
最終受注日 : 2005 年 9 月 26 日
最終納期 : 2005 年 10 月 3 日

お問合せ先
この通知に対するお客様のご返答は必要ありません。
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重要なお知らせ : 2004 年 7 月 1 日より、ザイリンクス カスタマ変更通知 (PCN、PDN、Quality Alert) は、弊社のウェブサイ
ト MySupport (http://www.xilinx.co.jp/mysupport) からのe-mail によるアラート配信として受信することができます。この
MySupport ですぐにご登録を済ませ、アラートにカスタマ変更通知が含まれるようにカスタマイズして下さい。
この変更により、指定された製品に関する新規および更新情報、データシートやエラッタ、アプリケーションなどに関するア
ラートを受け取ることが可能になります。登録方法につきましては、ザイリンクス アンサー18683 を参照して下さい。

改訂履歴
次の表に、この通知の改訂履歴を示します。
日付

バージョン

変更内容

2005/4/25

1.0

初版リリース

2005/5/3

1.1

MUTILINX を MULTILINX に修正

この通知は、英語版（XCN05010、バージョン 1.1、2005 年 5 月 3 日発行）を翻訳したものです。
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