
＜27＞　2022年9月10日　土曜日

ファミーユ会員は無料！

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

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

熊本市中央区南熊本1-10-3
ドン・キホーテ南熊本店となり

9月20日（火）～30日（金）
開催時間 10:00～16:00

オープン記念キャンペーン

秋分の日

家族葬のファミーユは、熊本市と防災協定を締結しました。
市内20ホールを緊急避難場所としてご利用いただけます。

全ホールで見学・相談受付中！ 防災に合わせて備えましょう

20
ホール

20年
以上

96％

10:00～15:00
【開催時間】

見学の方全員に
プレゼント

※お一人様１鉢、無くなり次第終了となります
※写真はイメージです

熊本市内に 家族葬を
手掛けて

お客様
満足度

お電話でも相談できます
お気軽にどうぞ

ファミーユ会員は無料で
どなたでもご登録いただけます

※

１
組
に
つ
き
１
つ
・
な
く
な
り
次
第
終
了

※お葬式の最中はご見
学いただけないことが
ございます。
お電話でご予約いただ
きますとより確実です。

ご予約不要

どなたでも
ご見学いただけます

イベント当日は
生花祭壇を飾ります。
新しい家族葬ホールを
ぜひご見学ください

ファミーユ南熊本
オープン記念内覧会開催！

レモンケーキ

季節の
鉢植え
進呈！

JR南熊本駅
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●
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フ
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至
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地域医療
センター産業道路

肥後
銀行

●
琴平通り

ガスト
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・
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ファミーユ世安
P 9台

ファミーユ
南熊本

浜
線
バ
イ
パ
ス

平
成
大
通
り

2663

●

市内最多
20ホール目！

9月23日（祝）
ファミーユ清水

海外の途上国へのぬ
いぐるみの寄付も受
け付けます

＊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

住所／熊本市北区山室4-1-12

P 60台
ファミーユ清水

植木↑

●

●

●

●

電
鉄
八
景
水
谷
駅

洋服の青山

清
水
バ
イ
パ
ス

ツタヤ

●

●

あさひ

ガリバー カローラ熊本

飛田バイパス
機能病院

北熊本↓

大切にしていた
ぬいぐるみが

国際親善大使に！

人形供養祭
供養料：1世帯 500 円（税込）

葬儀で使える
3万円割引券

さらにファミーユ会員の方
新規無料会員登録された方に

い
ざ
と
い
う
時
も
安
心

防
災
て
ぬ
ぐ
い

9月17日●18日●19日土 日 祝

当日無料の会員登録をされた方・
ファミーユ会員の方に
「レモンケーキ」をプレゼント

ご来館プレゼント！
話題の

9月は防災月間！

新プラン集
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【 泌 】
植木いまふじクリニック
植木町一木 ☎（272）5100

【 耳鼻咽喉 】
熊本未来クリニック
清水新地3丁目 ☎（386）3386

休日当番医
9月11日［日］

【 産･婦 】
いんでレディースクリニック
新生2丁目 ☎（367）2333

【 胃･内 】
きたの胃腸科内科クリニック
東本町 ☎（367）2525

【 整 】
さめしま整形外科医院
妙体寺町 ☎（345）3645

【 歯（昼間） 】
長嶺南ファミリー歯科
長嶺南8丁目 ☎（234）7648

【 歯（夜間） 】
せい歯科医院
麻生田3丁目 ☎（337）5641

【 眼 】
ひかり眼科クリニック
南高江7丁目 ☎（358）1511

【 小 】
うしじま小児科クリニック
城南町下宮地居屋敷

☎0964（26）2511
★受診する前に、必ず医療機関へ電話で確認の上、お出
かけ下さい。　　 診療時間・注意事項の詳細は28Pへ

八反田3丁目

【 内･整 】
西日本病院

☎（380）1111

【 内 】
良町ふくしまクリニック
良町4丁目 ☎（370）0211

南熊本4丁目

【 内･消･循 】
小沢医院

☎（371）2231

春日1丁目

【 内･皮 】
永知医院

☎（353）5087

楡木2丁目

【 内･小 】
おおゆみクリニック

☎（339）3066

黒髪6丁目

【 泌･内 】
水上医院

☎（343）2913


