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2021年 10月 27日 

News Release 

今、最も選ばれているお墓「樹木葬」を正しく学ぶ 

タレント 山内 要さんと行く「樹木葬バスツアー」を開催 

10月 30日（土）、家族葬のファミーユ 横手ホール（熊本市）にて 

株式会社きずなホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 グループ CEO：中道 康

彰、東証マザーズ：証券コード 7086）傘下の株式会社家族葬のファミーユ（本社：東京都港区、代表取

締役：中道 康彰）は、2021 年 10 月 30 日（土）にタレントで葬儀社での勤務経験もある山内 要さん

と行く「樹木葬バスツアー」を開催します。 
 

 

 

 

 

 

 
 

＜今、お墓購入者の約半数が「樹木葬」を選んでいる＞ 

樹木葬とは、墓石の代わりに樹木を墓標とするお墓です。墓石のお墓に比べて購入費用が抑えられるこ

とや、基本的に継承者を必要としない永代供養で子ども世代にお墓の継承や管理の負担をかけなくて済む

ことから、近年その人気は急速に高まっています。実際、2020 年に新規にお墓を購入した人の 46.5%が

「樹木葬」を選択。家族や一族など家単位で継承していく伝統的なお墓＝一般墓を逆転し、最上位となっ

ています。その一方、樹木葬について詳しく知る人は 28.3%と、まだまだ限定的と言えます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

そこで家族葬のファミーユでは、実際に樹木葬をご覧いただきながら正しく学んでいただける「樹木

葬バスツアー」を、10月 30 日（土）に「家族葬のファミーユ 横手ホール（熊本市西区）」にて開催し
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■新規お墓購入者のお墓の種類 ■樹木葬の認知状況 

お墓の準備に関する全国実態調査より（調査年 2019年） 

/ 株式会社鎌倉新書 

Q：お墓の種類について、どの程度知っていますか？ 
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ます。当日は横手ホール見学や葬儀などに関する相談会の後、タレントの山内 要さんによる楽しくた

めになる終活の話も聞きながら、2021 年 7月に樹木葬エリアが増設されたばかりの西熊本霊園（熊本市

北区）へご案内します。 

 

■イベント開催概要 

イベント名： 山内要さんと行く「樹木葬バスツアー」 

開催日時：2021 年 10 月 30 日（土）10：00～14：00 

10:00～12:00 横手ホール集合、ホール見学＆相談会 

12:00～14:00  西熊本霊園見学（専用バスにて移動） 

14:00     横手ホール着後、解散  

集合場所：家族葬のファミーユ 横手ホール 

（熊本県熊本市西区横手 3-1-27）※駐車場 40台 

定員：先着 10 名様（要予約） 

料金：無料（参加者全員にお菓子詰め合わせプレゼントあり） 
 

《山内 要さんプロフィール》 

熊本市生まれ。テレビやラジオに出演するかたわら、落語・講演会などマルチに活動を行う。葬儀業界に携

わっていた経歴があることから、その豊富な葬儀知識を生かし、終活アドバイザーとしても活躍中。 

《西熊本霊園 －虹の郷－について》 

県立金峰山自然公園内にあり、熊本市の中心街からも程近い熊本市内を一望できる霊園。2021 年 7 月に新し

く整備された樹木葬エリアは、バリアフリーで近くの駐車場からお墓の前まで車椅子でも行くことができます。 

所在地：熊本市北区貢町 2359  URL： https://www.nishikuma-nijinosato.jp/ 
 

＜イベントご予約・お問い合わせ＞ 

家族葬のファミーユ TEL：0120-365-024（通話無料、24 時間受付） 

[ご留意ください] 新型コロナウイルスの感染拡大や政府・自治体による自粛勧告等で、イベントは中止する場合があります。 

 

■「家族葬のファミーユ」の終活サポート・イベント事例 

㈱家族葬のファミーユでは、熊本市内で展開する 17 店舗のネットワークを活用して、今の時代に求められ

る終活サポートや、これからの人生を楽しく過ごすきっかけにもなるセミナーやイベントを行っています。 

セミナー・イベントの一例 

・タレントの山内要さんによるエンディングノートを題材にした「なるほど終

活落語」開催 

・プロカメラマンが魅力的な表情を撮影する家族撮影会 

・日本プリザーブドフラワー協会の講師によるフラワーアレンジメント教室 

・ハーバリウム手作り体験教室 など 

「家族葬のファミーユ」とは… 

日本で初めて家族葬をブランド化した家族葬のパイオニア。2001 年の「家族葬のファミーユ 大塚ホ

ール」（宮崎市）以降、展開地域を拡大し、熊本市内 17 店舗をはじめ全国でグループ累計 100 店舗を

超える直営ホールを展開しています。「お葬式を家族のものに。」のブランドコンセプトのもと、1 日 1

組完全貸切で故人様をお見送りする家族葬専用ホールと、儀礼儀式に偏重しない家族主導のお葬式が

特徴です。生活者の皆様にとって気軽に足を運んでもらえる身近な存在を目指し、地域に寄り添いな

がら様々なイベントも開催しています。 詳細はこちら： https://www.famille-kazokusou.com/ 

なるほど終活落語イメージ 

https://www.nishikuma-nijinosato.jp/
https://www.famille-kazokusou.com/
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■会社概要 
株式会社家族葬のファミーユ 

【設立】  2000 年 7 月 

【代表】  代表取締役 中道 康彰 

【住所】  東京都港区芝 4-5-10 EDGE 芝四丁目ビル 7階 

【連絡先】 TEL：03-5427-6431 

【従業員】 471 名(2021 年 8月 31 日現在、臨時雇用者含む) 

【資本金】 100 百万円 

【売上高】 8,057 百万円（2021 年 5月期 日本基準） 

【事業内容】・葬儀葬祭に関する一切の業務・葬儀葬祭に関する一切の業務 

・フランチャイズシステムによる葬儀葬祭事業の展開 

・「お葬式を家族のものに。」のスローガンのもと、1 日 1組限定の「家族葬のファミーユ」

及び邸宅型家族葬の「弔家の灯」を提供 

・これまでの葬儀の価値観にない「家族の意向を汲んだ、家族のための家族葬」を提供 

【URL】  https://www.famille-kazokusou.com/ 

 

＜熊本エリアにおける店舗展開(オープン順)＞ 
 

2006 年 ・家族葬のファミーユ 花立ホール 

2008 年 ・家族葬のファミーユ 島町ホール 

  ・家族葬のファミーユ 横手ホール 

  ・家族葬のファミーユ 長嶺東ホール 

2009 年 ・家族葬のファミーユ 龍田ホール 

  ・家族葬のファミーユ 麻生田ホール 

  ・家族葬のファミーユ 清水ホール 

2010 年 ・家族葬のファミーユ 尾ノ上ホール 

  ・家族葬のファミーユ 光の森ホール 

  ・家族葬のファミーユ 保田窪ホール 

2014 年  ・家族葬のファミーユ 長嶺西ホール 

  ・家族葬のファミーユ 世安ホール 

2015 年 ・家族葬のファミーユ 上水前寺 

  ・家族葬のファミーユ はませんホール 

2020 年 ・家族葬のファミーユ とろくホール 

  ・家族葬のファミーユ 神水斎場 

2021 年 ・家族葬のファミーユ くまなんホール 

 

 

 

株式会社きずなホールディングス 

【設立】  2017 年 6 月 

【代表】  代表取締役社長 兼 グループ CEO 中道 康彰 

【住所】  東京都港区芝 4-5-10 EDGE 芝四丁目ビル 7階 

【連絡先】 TEL：03-5427-6432 

【従業員】 583 名（グループ連結、2021年 8月 31 日現在、臨時雇用者含む） 

【証券コード】東京証券取引所マザーズ市場 7086 

【資本金】 153,360 千円 

【売上高】 8,030 百万円（グループ連結、2021 年 5 月期 IFRS 基準） 

【事業内容】・グループ全体の経営戦略に関する立案、推進ならびに管理 

・葬儀葬祭に関する一切の業務 

【URL】  https://www.kizuna-hd.co.jp/ 

 
＜報道関係者お問い合わせ先＞ 

株式会社きずなホールディングス 広報部（グループ広報窓口） 

E-mail：pr@kizuna-hd.co.jp  FAX：03-5427-6433  

担当：北村、小林 Mobile：070-7601-5550（受付時間 平日 9：00～17：00） 

https://www.famille-kazokusou.com/
https://www.kizuna-hd.co.jp/

