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熊本市南区田井島1-2-1（ゆめタウンはません 本館2階）
営業時間／10:00～19:30（日曜～16:30、祝日は通常営業）☎096-370-1112

0円!!リビングカルチャーセンター 
はません校

お申込み・お問い合わせ

→
詳
し
く
は

  

コ
チ
ラ
か
ら※価格は全て税込

条件 ●最低3ヵ月（4～6月）の　受講が必要

見学無料! 体験レッスンも可（500円）

4月12日（日）までの入会で
春の入会
キャンペーン
実施中!

通常3,300円の入会金が

0120-339-663365日
24時間対応

専門スタッフが

エンディング
ノート

エンディング
ノート

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

オ
リ
ジ
ナ
ル

で
す

手
続
き
が

よ
く
わ
か
る

安心サポート
パック

新
プ
ラ
ン
を

紹
介

お葬儀の
プラン集

今治タオルハンカチ今治タオルハンカチ
ご見学の方全員にプレゼント！

＋

ゆめタウン
はません

江津湖

熊本城

坪井川公園
立田山

至植木

至熊本空港

至宇土

至熊本新港

熊本県庁
陸上自衛隊
健軍駐屯地

第二
空港
線

第一空港
線

熊本
赤十字
病院

サン
ピアン

パークドーム

ゆめタウン
光の森

熊本I.C

益城熊本空港I.C
熊本駅

平成駅

上熊本駅

浜
線
バ
イ
パ
ス

北バイパス

菊陽バ
イパス

九
州
自
動
車
道

飛
田
バ
イパ
ス

J
R
鹿
児
島
本
線

JR豊
肥本
線

新水前寺駅

光の森駅

●

東区役所●

熊本・高森線

●

●
●

● ● ●

●

●

●

●尚絅大 ●

東バ
イパ
ス

熊本市内に

全14ホール
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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

ホールに直接お越し
いただくのが難しい
場合は、電話相談や
ご自宅・施設などへの
訪問相談もできます。
お気軽に下記まで
ご連絡ください。

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

4月の限定特典

咳エチケットに咳エチケットに

5.30土 31日・
出店者募集！

★会場グランメッセ熊本
主催／熊本リビング新聞社
後援／テレビ熊本・TKUヒューマン

グランメッセでリビングフリーマーケット

飲食出店も募集中！
詳しくは出店事務局まで

お尋ねください

県内最大級

※来場者多数の場合は入
場制限することがあります

出店区分

出店内容

出店料

小間面積

アマ（一般・個人） プロ（業者・生産者）
家庭内の不用品、趣味の収集品、手作
り品、似顔絵等のパフォーマンス等

仕入れ品、生産・加工品の販売。
飲食での出店はできません

5月30日（土） 3700円（税込）

（税込）
5月31日（日） 3700円（税込）

5月30日（土） 1万5600円（税込）
5月31日（日） 1万5600円（税込）

2日間出店される方へ…「両日出店割引」がおトクです！
6400円(両日）（税込） 2万9700円(両日）（税込）

1小間：2ｍ×2ｍ 1小間：2ｍ×4ｍ

お申し込み方法

096-285-3441
096-285-3087

代表者のお名前、〒ご住所、電話番号、メールアドレス、希望出店小間数（※）、出店内容を下
記の出店事務局宛にお送りください。ホームページからのお申し込みもＯＫ！ その際、出店料
のご確認もお願いいたします。　※アマ出店の場合は1日1小間までとさせていただきます。

申込み・問合せは リビングフリーマーケット出店事務局

Tel.

FAX.

HP

リビングフリマバナーから申込みフォームへ
検索リビングフリーマーケット

（株）アドベンチャー

http://yokakikaku.com/furima/

10:00▶16:30 入場料／おとな500円（中学生以上） 
　　　　こども無料（小学生まで）※税込

こども服、食
器、

バッグ、収集品
など

スマホから簡単に
お申込みが
できます。

第2 回

県内最大級
県内最大級
県内最大級
県内最大級
県内最大級
県内最大級
県内最大級

第2 回

2020年

※出店区分や内容・出店に関して
の注意点などはHPか出店事務局
へご確認ください。※お申し込み
時点で枠が終了している場合は、
キャンセル待ちとなります。●お申
し込みされた方の個人情報は本
フリーマーケットの連絡、確認、資
料送付のみに使用します。 

趣味の作品も
売れるよ！

自分のお店の
PRに！ まだ使える

家の“お宝”が

臨時収入に！


