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はあったが、この方もやはりベンツ

Illustration by Kazushige Akita

ヒール宮井の憎まれ口通信

1958年3月、北海道長沼町生まれ。現在、同地で水田110haに麦50ha、
大豆60haを作付けする。大学を1カ月で中退後、農業を継ぐ。子供時代か
ら米国の農業に憧れ、後年、オーストラリアや米国での農業体験を通して、
その思いをさらに強めていく。機械施設のほとんどは、米国のジョンディア代
理店から直接購入。また、遺伝子組換え大豆の栽培を自ら明かしたことで、
反対派の批判の対象になっている。年商約1億円。

北海道長沼発

ブランドもの、
お好きですか？
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ヒール宮井の憎まれ口通信

北海道長沼発
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