
遺言についてお悩みの方へ 
～死ぬときに後悔しないために～ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

相続や遺言におけるチラシや情報は氾濫していますが、ほとんどの方は自分

とは無縁とのイメージをお持ちではないでしょうか？しかしながら、最近は

相続トラブルが増加しており、他人事とは言っておられません。有終の美を

飾ると言いますが、自分の人生の最後をいかに綺麗に、迷惑をかけることな

く迎えられるかは、事前にどれだけ自分の想いを整理出来ているかに尽きる

でしょう。そう考えると、遺言とは未来における残された方へのラブレター、

と言えるのではないでしょうか・・・？ 

→ でも・・・ 
面倒くさい、想いを明確に出来ない、いつから準備すれば良いのか分からない・・・

など、思われるかもしれません。 

→ そこで・・・ 
 インターネットで作成！ 

の活用！ 

電子遺言 ｅ遺言  誰でも簡単に利用できる！ 
 いつでもどこでも記録できる！ 
 何度でも書き換えることができる！ 

 
 詳細は後ろの案内をご覧下さい。紹介コードを入力するとどなたでも、お試しする 
 ことが出来ます。ただし、法的な効力はありませんので、まずはｅ遺言でご自身の想

いを掘りおこすきっかけにお使い下さい。 
 
 

お名 前  Ｔ Ｅ Ｌ  

 ご住 所  

 
ご相談 
内 容  

・・・・・・・・・・・・・・・・ お問い合わせシート 送信先ＦＡＸ ０６－６８８９－６０４８ ・・・・・・・・・・・・・・・・ 

《お問い合わせ先》 アイリス行政書士法人 
〒５３２－００１１ 大阪市淀川区西中島５丁目１３番２４号 アンシャンテ新大阪５０３号 

 
ＴＥＬ ０６－６８８９－６０１８ ＦＡＸ ０６－６８８９－６０４８  
info@iris-gyosei.com  http://www.iris-gyosei.com

http://www.iris-gyosei.com/


大切なメッセージを愛する家族のために伝えたい・・・ 

e 遺言は、人生のタイムカプセルです 
 

電子遺言バンク「e 遺言」を、ご紹介します 

 

http://www.eyuigon.com にアクセスして下さい 

◆ e-遺言は携帯電話で写真や声、メッセージ文などを 

入力出来るようになりました！これによって、 

思い付いた時に、いつでもどこでも場所を問わず、 

大切な人にメッセージを残すことが出来ます。 

◆ ｅ-遺言は財産目録や交友記録を整理出来ます。 

自分史やご家族へのメッセージ、写真や音声も残せます！ 

 

新規申込み  のボタンをクリックして、  選択 B  からお進み下さい 

 

特典コード ９３７３１７３３ を入力します 

 

月額５２５円のところ、割引特典（月額３１５円） 

でご利用できます！！ 

 

是非、私どもの特典をご利用下さい。 

 

 

 

e 遺言 検 索

若くて元気なうちに、自分の記録や想いをどんどん残しておきます

私どもは、あなたの身近な法律家として強い味方となります。 

お気軽にご相談下さい。 

アイリス行政書士法人  
代表 行政書士 角野 浩  

行政書士 山根 浩子 

 ＴＥＬ ０６－６８８９－６０１８   

ＦＡＸ ０６－６８８９－６０４８ 

 大阪市淀川区西中島５－１３－２４―５０３ 

 新大阪駅より徒歩３分 ワシントンホテル近く 

アイリス行政書士法人 ←検索 

http://www.eyuigon.com/


H241001 MC-SⅡ 

http://www.eyuigon.com 

    ～～～～    メッセメッセメッセメッセージカプセルージカプセルージカプセルージカプセル®ののののごごごご案内案内案内案内    ～～～～            

「「「「遺言遺言遺言遺言ビビビビデオデオデオデオ」」」」撮影会撮影会撮影会撮影会(MC(MC(MC(MC－－－－SSSSⅡⅡⅡⅡ))))のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    !!!!!!!!        

「「「「遺言遺言遺言遺言書書書書」」」」のののの付言付言付言付言事項事項事項事項をををを、、、、写写写写真真真真（（（（ススススラララライイイイドドドド））））とととと映像映像映像映像（（（（ビデオビデオビデオビデオ））））でおでおでおでお作作作作りしますりしますりしますりします。。。。    

メッセージカプセル®（遺言ビデオ）には法的な効力はありません。 

しかしながら、「遺言書」だけでは遺族へ伝えきれない自分の「想い」を付言事項として映像

でリアルに伝え、「相続」が「争族」になることを避けるための有効なツールになります。 

ご家族との様々な「思い出」やご自分が伝えたい「引き継ぎ」や「メッセージ」を、写真（ス

ライド）と映像（ビデオ）に編集して、あなたのための「遺言ビデオ」を制作します。 

そして、必要とするその時まで、電子遺言バンクがあなたのメッセージを「e 遺言」で大切

に保管いたします。（収録した映像は DVD でも納品いたします） 

遺言書を作成した方もこれから作成される方も、是非この機会にメッセージカプセル®（遺

言ビデオ）をお役立て下さい。（e 遺言については、http://www.eyuigon.com をご覧下さい） 

 

＊＊＊＊このようなこのようなこのようなこのような方方方方におにおにおにお勧勧勧勧めしますめしますめしますめします    ････････････    
� 相続相続相続相続でででで遺族遺族遺族遺族がががが争争争争わないようにわないようにわないようにわないように、、、、「「「「自分自分自分自分のののの真意真意真意真意」」」」をををを残残残残しておきたいしておきたいしておきたいしておきたい    

� 死死死死んんんんででででかかかからららら「「「「知知知知ってってってって欲欲欲欲しいしいしいしいこここことととと」」」」をををを残残残残しておきたいしておきたいしておきたいしておきたい        

� 「「「「人生人生人生人生のののの記録記録記録記録」」」」やややや「「「「家族家族家族家族へへへへのののの想想想想いいいい」」」」をををを残残残残しておきたいしておきたいしておきたいしておきたい        

＊＊＊＊メッセージカプセルメッセージカプセルメッセージカプセルメッセージカプセルのののの内容内容内容内容    ････････････    

� ヒアリングシートに写真(12 枚)とメッセージを記入して申込書と一緒にお申込み下さい。 

� 撮影会場（後日お知らせします）にて、個別にビデオメッセージを簡易撮影します。 

� 3 分程度の作品に編集して DVD をお届けします。（サンプルをご覧下さい） 

� 「e 遺言」利用の特典コードをお渡ししますので、ご自由にお使いください。（1 年間無料、

2 年目以降、「e 遺言」をご利用の場合は年間 6,300 円（税込）が必要です） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メメメメッセーッセーッセーッセージジジジカカカカププププセセセセルルルル®のののの詳細詳細詳細詳細はははは裏面裏面裏面裏面ををををごごごご覧下覧下覧下覧下さいさいさいさい。。。。    

DVDDVDDVDDVD（（（（3333 分程度分程度分程度分程度のののの映像映像映像映像））））をををを納品納品納品納品    撮影会場撮影会場撮影会場撮影会場にてにてにてにてビデオメッセージビデオメッセージビデオメッセージビデオメッセージをををを収録収録収録収録    「「「「eeee 遺言遺言遺言遺言」」」」ををををごごごご利用利用利用利用できますできますできますできます    

メッセージカプセルメッセージカプセルメッセージカプセルメッセージカプセル®（（（（MCMCMCMC----SSSSⅡⅡⅡⅡ））））とはとはとはとは？？？？    

■ 遺族への「想い」を、ビデオレターに収録して「e

遺言」で保管するとともに DVD をお渡しします。 

■ 財産目録や交友記録、自分史の作成など「e 遺言」

の機能をご利用できます。（1 年間無料、2 年目以

降ご利用の場合は 6,300 円（税込）が必要です） 

電子遺言電子遺言電子遺言電子遺言バンクバンクバンクバンク株式会社株式会社株式会社株式会社    
〒〒〒〒530530530530----0001 0001 0001 0001 大阪市北区梅田大阪市北区梅田大阪市北区梅田大阪市北区梅田 1111----1111----3 3 3 3 大阪駅前第三大阪駅前第三大阪駅前第三大阪駅前第三ビルビルビルビル 25252525 階階階階    

TELTELTELTEL：：：：06060606----6344634463446344----9759759759755  FAX: 065  FAX: 065  FAX: 065  FAX: 06----6347634763476347----0660066006600660    

✉✉✉✉info@eyuigon.com http://www.eyuigon.com 

おおおお問合問合問合問合せはせはせはせはファックスファックスファックスファックスでででで    

FAX 06 FAX 06 FAX 06 FAX 06 –––– 6347  6347  6347  6347 ---- 0660 0660 0660 0660    

eeee 遺言遺言遺言遺言    検検検検    索索索索 



H241001 MC-E 

    ～～～～    メッセージカプセルメッセージカプセルメッセージカプセルメッセージカプセル®ののののごごごご案内案内案内案内    ～～～～            

エグゼクティブエグゼクティブエグゼクティブエグゼクティブ（（（（MCMCMCMC----EEEE））））限定限定限定限定コースコースコースコース!!!!!!!!        

専門専門専門専門ののののレポーターレポーターレポーターレポーターがががが、、、、あなたのあなたのあなたのあなたの人生人生人生人生やややや想想想想いいいいををををインタビューインタビューインタビューインタビューしますしますしますします。。。。    

経営者やこだわりのシニア世代は、他人が知り得ない孤独な苦労話が色々とあるはずです。

また、嬉しかったことや自慢したいこともたくさんあったはずです。今までの人生の軌跡、

そしてこれから次代を担う後継者たちに言い残しておきたいこと。それらをインタビューし

てビデオメッセージに編集します。そして、電子遺言バンクが「e 遺言」で保管いたします。 

＊＊＊＊このようなこのようなこのようなこのような方方方方におにおにおにお勧勧勧勧めしますめしますめしますめします    ････････････    

� 家族家族家族家族やややや後継者後継者後継者後継者へへへへ伝伝伝伝えておきたいえておきたいえておきたいえておきたい「「「「想想想想いいいい」」」」があるががあるががあるががあるが、、、、今今今今はははは耳耳耳耳をををを貸貸貸貸してくれないしてくれないしてくれないしてくれない    

� 自分自分自分自分がががが死死死死んでからんでからんでからんでから知知知知ってってってって欲欲欲欲しいことしいことしいことしいこと、、、、引引引引きききき継継継継いでいでいでいで欲欲欲欲しいことがあるしいことがあるしいことがあるしいことがある    

� 人生人生人生人生のののの記録記録記録記録やややや「「「「想想想想いいいい」」」」をををを映像映像映像映像でででで残残残残してしてしてして、、、、子供子供子供子供やややや孫孫孫孫、、、、友人友人友人友人、、、、知人知人知人知人などになどになどになどに伝伝伝伝えたいえたいえたいえたい    

� 家族家族家族家族やややや後継者後継者後継者後継者がががが相続相続相続相続でででで争争争争わないようにわないようにわないようにわないように、、、、自分自分自分自分のののの真意真意真意真意をををを残残残残しておきたいしておきたいしておきたいしておきたい    

＊＊＊＊メッセージカプセルメッセージカプセルメッセージカプセルメッセージカプセルのののの内容内容内容内容    ････････････    

� 1 日目（半日）：ヒアリングヒアリングヒアリングヒアリング（お食事をしながら、レポーターがメッセージをお聞きします） 

� →伝えたい写真や資料などをご準備下さい。 

� 2 日目（半日）：インタビューインタビューインタビューインタビューととととカメラカメラカメラカメラ撮影撮影撮影撮影（撮影会場の本格カメラ機器で本番撮影します） 

� →撮影した映像を 20 分程度の作品に編集します。 

� DVDDVDDVDDVD（（（（映像映像映像映像））））を納品するとともに、電子遺言バンクの「「「「eeee 遺言遺言遺言遺言」」」」で保管します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DVDDVDDVDDVD（（（（20202020 分程度分程度分程度分程度のののの映像映像映像映像））））をををを納品納品納品納品    専門専門専門専門レポーターレポーターレポーターレポーターのののの取材取材取材取材ととととカメラカメラカメラカメラ撮影撮影撮影撮影    

2 日間、丸 6 時間をかけて、 

じっくりとお話をお伺いします 

eeee 遺言遺言遺言遺言をごをごをごをご利用利用利用利用できますできますできますできます    

おおおお問合問合問合問合せはせはせはせはファックスファックスファックスファックスでででで、、、、FAX 06 FAX 06 FAX 06 FAX 06 –––– 6347  6347  6347  6347 ---- 0660 0660 0660 0660    

□ 申し込みたい □ 詳しい説明を聞きたい □ 不要 

会社名：                  

ご氏名：  

電 話：              email： 

電子遺言電子遺言電子遺言電子遺言バンクバンクバンクバンク株式会社株式会社株式会社株式会社（（（（HHHH----11111111））））    
〒〒〒〒530530530530----0001  0001  0001  0001  大阪市北区梅田大阪市北区梅田大阪市北区梅田大阪市北区梅田 1111----1111----3 3 3 3 大阪駅前第三大阪駅前第三大阪駅前第三大阪駅前第三ビルビルビルビル 25252525 階階階階    

TELTELTELTEL：：：：06060606----6344634463446344----9755  FAX: 069755  FAX: 069755  FAX: 069755  FAX: 06----6347634763476347----0660066006600660    

✉✉✉✉info@eyuigon.com     http://www.eyuigon.com 

メッセージカプセルメッセージカプセルメッセージカプセルメッセージカプセル（（（（MCMCMCMC----EEEE））））とはとはとはとは？？？？    

■ あなたの「想い」を、じっくりと取材します。 

■ カメラ撮影をして、20 分程度に編集します。 

■ ビデオ録画に収録して DVD を納品します。 

■ 「e 遺言」がメッセージをお預かりします。 

■ 財産目録や交友記録、自分史の作成など多彩

な「e 遺言」の機能をご利用できます。（1 年

間無料、2 年目以降ご利用の場合は 6,300

円（税込）が必要です） 
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