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現場で実用あるいは使えなかった技術の変遷から最新技術まで解説されています。発泡成形を実施する・発泡成形品を使用する担当者が直面する
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「マニュアル・説明通りに行っても目的の発泡体が得られない」要因は何か、
どう対処されてきたのかなどヒント満載の一冊です。
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