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下水道管材として多くの優れた特性を持つ硬質の形状記憶塩ビ管！蒸気加熱により円形復元！
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ギリシャ文字のΩ（オメガ）状に折畳んだ塩ビ管を老朽管内に挿入したのち、内部から蒸気で加熱することで円形に復元
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します。空気圧により既設管に密着させることで、非開削で老朽管路の機能を再生します。
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