
2020年2月29日　土曜日　＜26＞

0120-339-663
当社は無理な勧誘や執拗な営業は一切いたしません。お気軽にどうぞ

電話でのご相談も、専門のスタッフが
365日・24時間対応しております
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全14ホール

ファミーユの家族葬で、ご負担の少ないお葬式。

3月
20日
祝

電話でのご相談も、専門のスタッフが
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お葬儀の
プラン集

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！

＋

3月の限定特典

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）

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

通夜・告別式を
行わない

火葬のみのプラン 
16万円（税抜）

費用や段取りのご負担を減らすために、お葬式に必要な項目一式が含まれたセットプランです

お彼岸（春分の日）に開催！　
住職による読経も行います

大切にしてきたぬいぐるみが
国際親善大使に！

～記入式オリジナルBOOK～～記入式オリジナルBOOK～

3月のイベントインフォメーション

＊当日、会員証をご提示ください

供養代：1世帯 500 円（税込）

人形供養

ひな人形・ぬいぐるみ・
お人形・お守り・お札…
も納めていただけます

ひな人形・ぬいぐるみ・
お人形・お守り・お札…
も納めていただけます
＊ガラスケースや箱などは、お引
き受けできません。事前の預かり・
持ち込みも不可

ご希望者のぬいぐるみ
は、供養を済ませた後、
海外の子どもたちへ寄
贈いたします。あなた
のぬいぐるみで笑顔が
広がります！

ファミーユ会員は無料！

ファミーユ花立
東区花立 6-1-1　
＊大型駐車場完備

【 予約不要 】
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10:00 ～ 15:00

ご見学・ご相談はお近くのファミーユホールまで
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〒810-0001 福岡市中央区天神1丁目4番1号 西日本新聞会館 15階
TEL 092-711-5148（受付時間：平日午前10:00～午後5:00）


