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0120-339-663
ご自宅への訪問相談も可能です365日・24時間対応します

※自社調べ※1　（株）ショッパーズアイ調べ※1　（株）ショッパーズアイ調べ※1　（株）ショッパーズアイ調べ ※自社調べ

96％
お客様満足度

喪主経験者の方に選ばれて
2冠を達成しました

供養料：1 世帯 500 円（税込）

＊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

ファミーユ会員は無料！
当日会員入会でも無料に！

大切にしていた
ぬいぐるみが
国際親善大使に！

【ご予約不要】10:00～16：00
1 月限定 来場者プレゼント

【 予約不要 】10:00 ～ 14:30
14:30 ～供養の読経があります

ご希望者のぬいぐるみのみ、供養を
すませた後、国際社会支援推進会を通して、
途上国の子ども達へ贈らせていただきます

1月30日日

人形供養祭

住所／熊本市北区武蔵ヶ丘1-3-20（武蔵中央通り沿い）

1月29日土
小規模家族葬に適したホールです

家族葬のファミーユ

家族葬のファミーユは、おかげ様で20周年。2022年に熊本市内20ホールを予定しています

武蔵ヶ丘ホール
熊本市内最多18番目の家族葬専用ホールが誕生！

感染症対策実施中。参加の皆様はご理解・ご協力をお願いいたします
ファミーユの
こども食堂に
みんなで来てね！

10:00～16:00 キッチンカーが
やってくるよ

黒糖ドーナツ棒
寅年オリジナルパッケージ
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ファミーユ武蔵ヶ丘
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武蔵中央通り

1/29
土

＊対象：幼少児～2002年生まれの新成人まで。いずれか1つを進呈
　大人は300円（税込）

スタッフがご案内いたします。お近くの
ファミーユホールへお越しください

※1人1個・なくなり次第終了・写真はイメージ

事前の相談でさらに安心に。

カレー
ホットドッグをプレゼント

先着
100組 神戸牛やズワイガニ、北海道

アイスなどが当たるチャンス！

豪華産直グルメ
大抽選会！！

武蔵ヶ丘ホール武蔵ヶ丘ホール武蔵ヶ丘ホール武蔵ヶ丘ホール武蔵ヶ丘ホール武蔵ヶ丘ホール武蔵ヶ丘ホール
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オープニングイベント盛りだくさん！


