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価格も内容もシンプルでわかりやすい！　ファミーユの家族葬プラン

安心サポート
パック

お葬儀の
プラン集

～記入式オリジナルBOOK～～記入式オリジナルBOOK～

お葬式の
事前準備がわかる！
お葬式の
事前準備がわかる！

ご見学の方全員にプレゼント！
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　　　　　ご見学・ご相談は
お近くのファミーユホールまで

54万円

お葬式に必要なもの
を揃えたシンプルな

プラン

プラン
（税抜）

31.5万円
費用を抑えた
お見送りプラン

プラン
（税抜）

通夜・告別式を行わない
火葬のみのプラン 
16万円（税抜）

72万円

2つの祭壇から選べる
家族葬におすすめの

プラン

（税抜）

プラン

お葬式の「不安」を「安心」に。

2月の限定特典

2月の限定特典


