宇宙への限りない夢とロマンを乗せて
宇宙へ家族旅行してみたいです。
日本の夢を乗せて、羽ばたけ、イプシロン！
宇宙人！これを見たら連絡して！！奥野颯士
ぼくは将来宇宙飛行士になり宇宙へ行く泰志
夢・希望をのせて 地道に粘り強く
打ち上げを見に行きたい！！
力を振り絞り地球圏外へ飛び出
せ！
行け行け！もっと高く遠く！日本の未来へ !!
困難に打ち勝て！！
どんなことがあっても地球に帰ってきて！
頑張れ！イプシロン！
ロケットの芸術品・イプシロンロケット
今こそ日本の底力を世界に見せつける時だ！
頑張れイプシロン！成功を祈る！！ from 潤也
祐真元気に育て！東郷直也＆
綾美＆樋脇和貴
I hold the sky.
しっかり、真っ直ぐ飛んでいけ！
ロケットのカローラになれるように
今度宇宙に行くときは連れてってね
Give us best regards to aliens!
ペンシルからモバイルへ時代の軌道に乗って
イプシロンってよー分からんけどガンバレー
宇宙の果てまで行ってみたい！
宇宙まで突きぬけろ！
英雄の足跡の、その先へ。
たくさんの夢、希望を載せていざ宇宙へ
日本復興！
イプシロン頑張れ（＾。
＾）
「
君には糸川英夫先生の DNA が生きている
日本の有人ロケットに乗って宇宙に行きたい
新しい一歩 ! 応援してます。Let's Go!
がんばれ！世界最強の固体ロケット！
宇宙
へめがけて出発！
宇宙の彼方まで連れて行って
大好評運用中！
いつか日本の宇宙開発に貢献できますように
果てしない宇宙へ挑め
宇宙原理に挑戦する誇り高き日本の象徴なれ
次世代ロケットの魁として舞い上がれ！！
固体ロケットの歴史に新たな一歩を
みんなの宇宙への夢を載せて行け！！
Leave in the hands of Providence.
ゆけ！イプシロン！みんなの夢をのせて
もっと遠くへ！
Never Never Never Give Up! 渡邉美彩より
国も地球も越え、宇宙が平和で結ばれるよう
必ず成功を！そして日本の活力に！！
一緒に宇宙へ 公貴佐和子貴幹汰仁子貴生
平和な宇宙に心一つに
次世代ロ
ケットイプシロンリフトオフ！
ガンバレイプシロン
未来へ！
Open The Future Door Now!
家族に出会えた奇跡に感謝！地球万歳！
パソコンの言うこと聞くんだぞ！
先輩達の分まで・・・頑張れイプシロン！
信じるしかない！！
日本のロケットでもっとワクワクする世界へ
夢は宇宙に向かっ
て開く。無事成功を祈る。
成功を祈ります
人類の明日に向かって跳んで行け！
イプシロンがんばれ！ペンシルロボットより
地球の平和を心から願う 夢をのせて
打ち上げ成功して宇宙に衛星を送ってね。
打ち上げ成功をお祈りいたします
飛んで行け 真っすぐ宇宙に向かって
凝集し凝結させ凝固
される。
飛べイプシロン、宇宙を知るために
ゆうこ meets 宇宙…どっキューン ?
やって来た全ての事をやり切るんだ。
日本の技術で、宇宙の希望と未来へＧＯ！
家族で宇宙旅行できる日が来ますように
天に届く。世界に充ちる。
お出かけですか ? れれれのれ〜♪
銀河連邦ノシロ共和国から応援してる
よ！
日本の固体ロケットの実力は世界一だ！
広大な宇宙に飛び出せ 宇宙のいぶきになれ
5 年前から待ってた。ようやく会えるね！
Say Hello to the E.T.
宇宙キタ━━━━(゜∀゜)━━━━ッ !!
切り裂け大気！そこに空がある限り！！
がんばれイプシロン！失敗しないでね！
不眠不休の君に金メダ
ルを贈りたい
日本の翼、新なる宇宙へ
惑星探査衛星の打上はイプシロンにお任せ！
新たな次元へ飛んでけイプシロン！
みんなの想いをのせて！がんばれ宇宙まで！
イプシロン君、千葉の空から見守ってます！
成功祈っています。感動をもう一度 !!
世界がもう少しだけ優しくなりますように。
Live
Loud!! Never Give Up!!!
アゲインおおすみ、待ってたぞイプシロン
次世代の希望を載せて青空へ！宇宙へ！
未来に向かって！
いっぱい上がれ日本のロケット！
SPRINT-A がんばれ！私もがんばるから！！
アゲインおおすみ、待ってたぞイプシロン
宇宙で羽ばたいてください！！
自分の分もよろし
くお願いします。
夢を叶えてください。
復興日本、がんばれ日本。
希望という名の宇宙へ羽ばたけ！
日本から宇宙へ
希望を乗せて
インパルスエンジンの SYU より がんばって
ミューロケットの再来だ！
長坂説子長坂優生長坂宏之長坂さくら
翔べ！！！イプシロンロケット
宇宙まで僕と希望
と夢をのせていってね！
ひっとべ！！ (」゜□゜)」
絆
新たなる翼
飛べε！ずっと応援してる。祈願成功
新たな可能性を求めいざ宇宙へ大学合格祈願
限りなく大きな夢をのせ、皆の未来のために
皆の想いを載せ遠くまで飛んで行け !!
飢餓のない世界平和
欲張りな人生に頑張ってする！
夢をの
せて、宇宙まで一直線！！
宇宙へいろんな挑戦をして頑張ってね。遥
新しい夢のちから、イプシロン GO ！
宇宙へ行ってきまっくす！！☆＝＝
21 世紀の夢を日本の技術力で実現しよう
秀吉・泰代の夢を載せて行ってらっしゃい！
人類がまだ成し得てない事をまた日本が！
ゆけ！イプシロン！空から地球
を見てね
俺もすぐに宇宙を目指すから待ってろ！
行け！未来の技術で、宇宙の向こうへ
兄弟星の美しい世界を見せて
いぷしろん 未来の空の 第一歩
未だ見たことのない世界へ
地球→宇宙へ！未来へ夢を乗せて♪仁峻
頑張れイプシロン！成功を祈る！！ from 優花
日本の希望、イプシロンロケッ
ト！
宇宙開発の新たなステージを切り開いて！！
宙へご案内します！
たくさんの衛星を宇宙へ送り届けてください
もっと、宇宙へ！
頑張って飛ぼうね！
宇宙飛行士に俺はなる！
糸川博士からの思いをつなげて！
多くの人の代わりに堂々と行っておいで！！
美月よ永遠に
新時代のロケット
として夢を載せて飛べ
がんばれ、僕も宇宙の科学者になります。心
GO!GO! イプシロン
自身を投げ出し本質根源に身を寄せ掴み取る
真昼の月のような灯火胸に差して
行け！未来ロケット！イプシロン！
全世界中から取り込み入れ集める。
私もいつか連れてってね！ TKD1045
God s help comes
to me.
いつか自分がここまで来れますように
宇宙の神秘大好き７０歳女性。祈る無事帰還
いつか宇宙旅行に行ければいいな♪
宇宙バンザイ！
僕の希望が乗っている
裕子愛してる
宇宙へ GO ！イプシロンロケット★
LOVE&PEACE
飛べ！イプシロン！！
跳べイプシロン、宇宙の謎を解き明
かせ！
力強く飛んでいけー
Gｏ！
Ｅｐｓｉｌｏｎ
地球外生命体と友達になりたい
遥か彼方へ思い通りに飛べます様に！
思い続けていれば、夢は夢でなくなる！！
M-V の意思をついで頑張れ！
いけーーーー！かぺーーーー！
地球はひとつ。でも、未来は無限大！
宇宙まで希望よ届け
翔ろ、
輝け、イプシロン！
頑張れイプシロン！打ち上げ成功を祈ります
届けよう！夢・愛・平和
宇宙の謎を解き明かせ！いざ出発！
宇宙（そら）まで届け！皆の未来！
火星に行ってオリンポス山に登りたい！零磨
イプシロン第一号 宇宙へ向かって頑張れ！
愛称を考えたよ！頑張れ、イプシーくんっ！
僕は、
宇宙飛行士になる
報告。結婚しました。Kazu & Aki
がんばろう日本
GO!!GO!! 全力で UKU は応援してま
アゲインおおすみ、待ってたぞイプシロン
たのしみにしています。がんばって！かなう
俺と友達の希望の星到達する
今後の宇宙開発に期待！頑張れ JAXA☆
100 万光年先の惑星までワープ！
未来につながる発見を。
飛んでけーーーーーーーー！！！！！！
宇宙は広いよ！思いっきり楽しんで飛んでね
日本の素晴らしい技術、未来への架け橋
夢を乗せ希望を乗せ永遠の宇宙へ
RIKUTO IORI 世界に飛びたて
家族全員で愛を伝えに空まで
いけーーーー！
活躍が楽しみ〜
人類の限りない好
奇心を乗せていざ宇宙へ！
完璧で完全な成功を祈ります！
いつの日か私を宇宙に連れてって！
神戸大学建築科に合格できますように！健吾
想いは宇宙へ！
宇宙の果てまでいくのかな？
ガンバレイプシロン
Ｆａｉｇｈｔ！
糸川先生の想いを継いで、飛べ！
日本発想の固体ロケットの成功を祈
る！
城原の家族みんなで宇宙旅行に行きたいな♪
まほう使いになってロケットと競争したい！
宇宙開拓の礎となれ
いざ、宇宙へ！無限大の夢をのせて☆
Sunrise Nippon!!
夢よ届け！無限の世界が待つ彼方へ！
夢の実現の為に、自身の願望の為に。
感動し続け昇天する快楽の極致に居る。
目覚め
よ！！
日本を明るく希望あふれる未来へ！！
自身燃焼！！
日本の未来にむかって。
日本の技術は宇宙へはばたけ
Speac Airship
飛べ！ 飛べ！ 「イプシロン」
ヤマト、ナノ未知の世界へ マユミ
がんばろう日本！がんばってイプシロン！
ミサイルちゃうで、ロケットやで！
世界が平和になり
ますように
宇宙大航海時代の幕開けへ！
いつ行くの !? 今でしょ !!by 永井順也
かなわない夢はない！あきらめるな
夏空に 強く輝け のちの世のため
人類の故郷「宇宙」へ向けて！
宇宙に届け日本の希望
日本の意地、そして底力を載せて、発進！
May lucky star shine on you.goo
私の夢も乗せ
てくれてありがとう！ 喜浩
日本の希望。世界の希望。
鈴木裕久君、ここに来れたな！
華帆の希望をのせて宇宙へ！航亜希子華帆
ワクワクするぜ。
夢と希望ありがとう。河内
イプシロン、日本の未来を切り開く、祝成功
みんなの思いを乗せて頑張れイプシロン！！
打ち上げ成功率１００％更新中（予定）
日本の技術は世界一ぃぃぃ！
The dream passport
空高く私も飛んで行きたい 心だけでも空へ
目指せ、宇宙。 がんばれ、イプシロン。
日本から宇宙の未来へ羽ばたけ！
成功して日常的な物にしてください !
宇宙への憬れをのせて飛べ！
生きてる間に宇宙に行けますように☆
翔べ !! 翔べ !! イプシロ
ン !!!
ロケットの元祖 固体燃料で飛び出せ！
日本の力を世界に知ってもらいたい！
優しい心で世界の平和を願います。saito
飛翔
未来のために成功を祈ります。 金澤 宙 & 麻美 & 壮昴 & 壮哉 家族全員幸せに
沢山の夢乗せて打ち上げ成功がんばれ！
希望と未来がここにある！
水を湛える地球か
ら駆健里花はいつも笑顔！
GO!GO! イプシロン！
持ってけぇえええええ！！
頑張れ！イプシロン絶対成功だ！
イプシロンよ、21 世紀の革命機たれ！
見ていて、俺は農業と生きる
宇宙旅行したいぞ！市川大輔☆功輔
宇宙にはばたけ新しい翼
GO!from7K1MDT
絶対宇宙飛行士になって世界に夢
を与える！
期待してるよ！
夢と希望、あきらめない心を宇宙へ！！
Do your best, leave Providence.
行っけー！ KT
平和がいつまでもつづきますように
世界平和に願いこめて空に放つ
夢を実現する第一歩、たのしみ！！
宇宙人と交流したい！！
人類にとっての偉大な躍進だー！ 鈴木笙太
EZ2SPACE
＞＜
いつ翔ぶの？ 今でしょ！
言って来いイプシロン !!
Challenge!
25 才できっと宇宙へ行きます たくま
新たな扉を開け！
宇宙への夢を永遠に
The universe can be illuminated
日本の未来を乗せて頑張れ！イプシロン！
人類の未来と夢を乗せて、龍の如く、宇宙へ
宇
宙めざし力強く飛べ。SSJ= 杉本道義
私の代わりに悠久の宇宙空間を見てきてくれ
平和のための日本のロケット万歳 森進
宇宙の謎を紐解いてください！
がんばれ !! イプシロン
ARA＆HIRO の果てなく続く夢を乗せて飛べ！
果てしない宇宙よ、永遠に美しく！
日本の技術力を結集して成功してください
GOODLUCK?
夢を届ける！無限の世界が待つ彼方へ！
いつ飛躍？今でしょう！イプと俺
宇宙に広がれみんなの絆
衛星で地震予知ができるといいな。
ぼくの設計した人工衛星もきっと乗せてね
未来への絆を繋ごう！
宇宙へ！ 雅治・京美、意温・陽彩とじ〜じ
宇宙をもっと身近に。kobak
老宇宙応援人の期待を込めて行け
管制は少人数でも完成には多人数が関わった
とびだせ！宇宙へ！
日々の努力は必ず報われます
打ち上げ成功してつぎのミッションにゴー！
爆裂する感情、噴火する存在だ。
自分のパソコンで打ち上げたい ?
地球の未来のために宇宙へ！！
これからの 50 年を背負っ
て飛べ！！
みんなの想い、宇宙に届け！！
宇宙原理に挑戦する誇り高き日本の象徴なれ
日本の未来・希望・夢を乗せて！！
To children, a dream and hope
Pioneer space ！ Epsilon"
息子が係っている仕事親ばかが応援してます
固体ロケット復活おめでとう
私たちの希望をのせて、力強く旅立て！
僕らの希望をのせてすすめイプシロン
夢と希望を持って宇宙へ出発だ。ＧＯ．ＧＯ
宇宙エレベーターを作りたい RISA
いざ宇宙へ！がんばってこーい＾∀＾
進化しろ FrontierSpirit を乗せて
それいけぼくらのイプシロン
つらぬけ！宇宙
がんばれ東北 福島復興 負けるな福島
Go to the
domain more than expected.
飛び出せ！日本！
40 年間働いてきました、成功を。堀田勝巳
思い描く夢や希望は宇宙の果てまで届く。
成功しますように（＾ｖ＾）
宇宙は故郷、たいせつに
翔べ日本の人工知能！！
みんなの夢を実現するために力強く翔べ！
未来へ！
世界に輝け、日本の宇宙計
画！！
世界・地球・宇宙のために！ ﬁght ！
さあ行こう！平和な宇宙に心一つに
日本の宇宙開発は人類の進歩に貢献します。
イプシロン、無事に上がってね。がんばれ！
空よりも高い場所へ
プレデアス星人、ノルディックが地球を守る
イプシロン技術と叡智が奏でる浪漫の共演
皆の願いを抱え、さあ、
いってらっしゃい。
Go! JAPAN!
ノリさんへ樋脇一美＆樋脇和弘＆祐子
夏の宇宙にぼくたちの希望をのせて
俺に続け！！
突き抜けろ。新たなステージへ！
大気圏突破 宙を駆けろ！未来を築け！
イプシロン 希望と夢を 背に乗せて
頑張れイプシロン宇宙へ！稔さおり大輝＆煌
宇宙を味わいま
しょう！
日本にとって宇宙が近い存在になる未来を。
無事に打ち上げられますように
イプシロンよ、希望の光となれ。
全宇宙が平和でありますように。 宇宙からのおみやげに未来を持ち帰って！
大好きなソラリスの陽のもとに届け
糸川先生ありがとう！
地球が青く、平和になりますように：宏恵
はばたけ G（galaxy）-Ship SORA（宇宙）へ
夢と希望を託して！がんばれ！はやぶさ２
１つの星として輝いてきてください☆
新たな可能性の開拓を！
いつか宇宙人の友達ができるといいな。メ
いってらっしゃい ^̲^ 期待しています！
宇宙で私たちは幸せな音楽を響かせるＳＡＦ
著しい進歩を遂げる。功
なり名を遂げる。
獅子丸一郎三太みーハニーゆう、安らかに
宇宙を身近な存在に．飛べ，イプシロン！
M シリーズ後継ロケット再び！日本復活だ！
宇宙は無限大
夢をのせて宇宙へぶっ飛べ〜！
夢をのせてがんばれイプシロン
飛び出せ宇宙へ！人類の希望と夢をのせて
あがれ！成功を、確信してます。
みんなを導く、輝く光となりますように
羽ばたけ、日本の技術よ大宇宙に！
宇宙との懸け橋になれ！
イプシロンよ☆ 飛べ宙を！ 拓け未来を！
世界の科学技術の発展と平和と幸福の為に！
空へ星へ
飛び出せジャパン
届け未来へ もっと身近な宇宙への道標
誰も見たことのない世界に誘ってね
天文学者にわたしはなる！
ｲﾄｶﾜ‐天気は？ 2013．4.12 佐渡小林進
めざせ宇宙一！日本とつくばの誇り！
来たれ！宇宙輸送新時代！！
宇宙まで飛んでいけ！
この想い、宇宙へ！
みんなの夢を乗せてゆけ☆僚舜みちえ
必ず国産の宇宙飛行士として宇宙に行く !
子供が成人する頃には宇宙行けると良
いな。
旅で大隅が大好きに。有難うの想いをこめて
出発 ? 大気圏の向こうに…
いってらっしゃい！
日本の美を宇宙へ、羽ばたけ世界へ
見知らぬ彗星について行っちゃダメだぞ
応援してます！頑張れ！関根美広・瞳・愛梨
大は小を兼ね得ず。行ってらっしゃい！
まだまだわからない宇宙をいっぱい調べ
てね
強い魂と優しい心で世界が幸せであるように
イプシロンの宇宙での活躍を願っています！
人事を尽くして天命を待つ。
大河と大空大きく育て！宇宙まで！
凌雲の志
★將剛と範子の夢を宇宙にガンバレれ日本★
ひろせつゆいさくらとともに
ロケットに乗って宇宙に行きたい！
新たな時代を
切り拓け
未踏への挑戦！、夢を宇宙へ！
宇宙へ！
がんばれイプシロン！！
絶対打ち上げ成功
無限のそらへ、無限のゆめを
未来への飛翔
写真でない星を子供たちに見せたいな
無事に打ち上がりますように。
夢への軌跡！！！
やって来た全ての事柄をやり切るんだ。
幸運を！
がんばれ！
E ロケット→宇宙へ GO!
Far out in the space ！
がんばれがんばれ！
宇宙旅行したいぞ！市川大輔☆功輔
成功してください！！
出来ない事は無い！Ｌｅｔ ｓ solution ！
ロケットは平和利用でお願い。戦争利用反対
イプシロン！一緒にさっと宇宙に行こう！
未来への壁を打ち破れ！
日
本人の夢それは地球の平和です
たかくとんでいっぱいとべイプシロン
翔べ！ 青い地球から輝く星の世界に向けて
旦那さんの携わったシステム、成功を祈る！
自身燃焼！！
火星に焼肉食いに行きたい！
ユキオ . チヅル . チヒロ . ハルキ . マコト
いつの日か日本から有人飛行を！！
いつまでも綺麗な
青い地球のままで。。
宇宙へ夢と希望を！イプシロン！
ずっと安心、安全で、楽しい毎日を一緒に！
宇宙キター！！しおり、拓実、かおり、弘樹
宇宙科学の飛躍目指して飛びたて！！！
Ｅテレ・サイエンスゼロ見たぞスゴイ・硲
がんばれ！！イプシロン！！田中隆資
宇宙との繋がりを感じたい。天まで届け
知恵が増し背丈も伸び神と人とに愛された。
宇宙を身近にするイプシロン
光栄に思う。身を入れるんだ。
一樹（０）宇宙へ行ってきます。
Gｏ！ Gｏ！
Ｅｐｓｉｌｏｎ
彩花誠太郎イプシロン飛んでけ！夢の宇宙へ
世界中のこども達に宇宙旅行を !
星の彼方に会いにいくから待っててね！
色々なも
のを見てきてね（*＾ワ＾*）ﾉｼ
その一歩が大きな飛躍の原動力
世界初のプレッシャーに打ち勝て！
未来に向かって
iPUSI, go over the sky with our dream!
城原ファミリーが元気にすごせますように！
イプシロン！皆の夢、希望、期待を載せて！
日本から宇宙へ！頑張れ！イプシロン！！
して来た全
ての事柄をし切るんだ。
ＪＡＸＡで働きたいという夢、宇宙に届け☆
イプシロンくん、頑張って !!
宇宙を身近に！
裕子愛してる輝之 打ち上げ成功を祈る
行け行けイプシロン 打上げ成功を 西 治
復興までがんばれ！南三陸町！
日本の きぼう に向けて！！
液体ロケットに負けず宇宙へ GO
そ
れいけ宇宙へ！
Never Never Never Give Up! 渡邉美彩より
イプシロン日本の希望になってください。
新しい発見未来を・・・
日本の宇宙開発に携わるぞ
がんばれみどりゆうこうあみひのらいもん
星を見る。それは、過去を見ることだ。
全ての物に、全ての事に、全ての人に、感謝
へいわ
若者の希
望が叶う美しい日本であるように。
全人類の宇宙への夢と希望の実現を叶えて
イトカワの天候はどう？佐渡が島小林進
お安ぅ打ち上げまっせ。
亮ちん愛してるよ。一緒になろうね
上がれ上がれ空高くどこまでも
七星琥珀光り続け ! 流星の如く走りぬけて !
手をつなごう平和な宇宙に
雲の上、空の果て、
天まで届けイプシロン！
星の軌道へ飛べ我らが白きサジタリウスの矢
アゲインおおすみ、待ってたぞイプシロン
I transcend by myself, keep oneself.
これが見える日本の進化する技術走れ飛べ
奇跡を起こす、奇蹟が起こるんだ。
打ち上げのご成功をお祈りします !!
宇宙に向かって一直線 応援してい
ます
はばたけ！子どもたちの夢を宇宙へ！
頑張れイプシロン！成功を祈る！！ from 志保
広い空で旅して ! 応援しています !!
翔べよ、ニッポン。天高く。
私たちを宇宙へ連れて行って！ Kei,Aya,Yuka
ロケットにも「うまい、はやい、やすい」を
輝け！未来への技術！行けー！イプシロン！
翔べ！内之浦
から再び宇宙へ！
無事打ち上がり日本宇宙観測の光となれ
宇宙の新たなるステージへ。
宇宙はみんなの夢！！飛べ！イプシロン！
ご安全に！
わくわくするね。ありがとう。
宇宙（そら）に光を描く、日本の新星
いつか青い地球を宇宙から見てみたいよ
日本の夢と希望と技術を乗せて届け未来へ！
ｱﾗ
ﾀﾅﾙ ﾊｯｹﾝ ﾆ ｷﾀｲ ｽﾙ
あの日の夢の場所に今います
ペンシル君の意思を継いでがんばって！
Awake! Awaken!
さあ行こう！平和と絆の未来へ
宇宙人の皆さん。私達の前に現れて下さい。
私たちの夢を乗せて宇宙へ
宇宙にとどけ私達の夢と希望をのせて mari-t
未知なる明日へ、さぁ出発しよう！
はじ
めましてよろしく吉美
愛してる ?
目指せ宇宙！子どもたちの夢を乗せて！
積み重ねが未来を創る。がんばって。神田
飛べ、イプシロン！日本の夢を乗せて
顔晴れ！地球より
羽ばたけイプシロン！宇宙は君を待っている
とんでけぇ！
Go to the space!
人類の新しい地平を切り開いて！鈴木聡志
総ての原点へ駆け抜けろ！
頑張れ日本のロケット開発
宇宙誕生の謎を解いて下さい
宇宙への思いは大人になった今も強く大きい
宇宙旅行に行きたいぞ！
飛びたて！！応援してるよ。by 沖
夢を乗せて空高く飛んでこい
地球の未来のために！ぼくらの夢を乗せて！
Σ(E=mc2=mobile・cost・
control)= Epsilon
きっちり軌道に乗れ！
笑顔で明るい未来。貴方に届きますように。
宇宙クラスタ鉄道部蝶も共に翔ぶぞ！
イプシロン頑張って 応援してます
宇宙へ行ってらっしゃい！
イプシロン 宇宙を拓け！
宇宙を身近に！日本の未来を！ 内田善雄
宇宙にいけーー !
信じつづければ
未来も幸せも来る。
あなたの未来は私の未来！翔べ宇宙へ！八代
清朝☆千鶴子☆倖大は必ず宇宙へ行くんだＺ
宇宙に愛と感謝を送って下さいね。
すべての調和は友情にあり
エンジン全開でがんばれ
がんばれ！！
生野小学校４年生！夢は無限大！
世界一へがんばれ
生きた証と共に宇宙へ届け！
Fight Epsilon! We're always with you.
地球のみんな！☆になっても愛してる！！
どこまででも飛んで行け！
イプシロン！！人類の新しい翼で宇宙を開け
未来の可能性を見つけてきてください！
衛星 ( ほし ) を載せ、宙まで届けイプシロン
頑張れイプシロン！成功を祈る！！ from 尚彦
早坂浩／麻
由美／光太／大智 宙へ
宇宙を切り開く嚆矢となれ！
宇宙に僕らの夢を連れてって !!
宇宙までとべーーー！とおの＆みなと
GX ロケットと混同してごめんなさい Orｚ
打ち上げ成功しますように！！
打ち上げ成功！がんばれ！ゆうたより
宇宙から星を見てみたい、いつか必ず
あたらしい可能性を望
みます
地球人の夢乗せて。
打ち上げ成功がんばれー
みんなの力で宇宙（そら）へと登れ！
広がれ、私達の未来！願いよ叶え！
FLY ME TO UNIVERSE!
がんばれ！応援してるよ！
何故にと問う。故にと答える。 その果てには、きっと何かある
飛び出せ！宇宙へ 人類の夢と希望をのせて
日本の
未来が楽しみになりますね♪
あああ
家族みんなで宇宙旅行につれてってください
技術が運ぶ皆の夢、皆の夢が育む技術力
宇宙飛行士になってイプシロンで宇宙に行く
行ってきまーす
宇宙旅行に行きたいな〜！
全てを充満させ埋め尽くすんだ。
人類と宇宙をつなぐ E
Heaven helps those who
help themselves.
いろんな奇跡が軌跡になるように
地球人の素晴らしい未来に向かって今旅たつ
美しく、格好良く宙へ飛んでほしい！頑張れ
夢と希望を乗せて☆未来へ！
家族で JAXA をこれからも応援します。祐次
地球の兄弟たち！未来を共に生きようね ?
希望を載せて飛び、未来を築けよ。
俊
幸と容子の愛は隼と共に永遠に
イプシロンがんばれ ! さくらより
飛べ！ 「イプシロン」
未来への希望をのせて、成功を祈ります
ちょっと、宇宙に行って来るよっ !!
いけ〜〜〜
私もいつか宇宙へ行きます！茉優子
宇宙に平和を
過去と未来の架け橋に！
Max Power...!!
宇宙で輝くイプシロンと
石井家族の大きな夢
小さい地球で人同士が争うより未来を見よう
宇宙人によろしく！
地球上の全ての生命に幸あれ！
常に自己超越し想像以上の領域へ行く。
頑張れイプシロン！成功を祈ってます！
僕もロケットつくるぞ・・・まこと
M-V よりも遥か遠くに。ゆけ ! イプシロン !!
みんなの夢の宇宙の
架け橋となり頑張れ
将来宇宙探査機の管制するぞ〜
行っけ〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜！！！
夢を載せて飛び立て。宇宙へ！
知ってしまった不幸私も宇宙につれてって！
夢と希望をのせて
飛べ！ イプシロン！
わたしは宇宙飛行士になる！
宇宙へ夢を乗せて！ ひめのかつき
固体ロケット
の新たな時代を切り開け！
人はどこから来て何処へ行くのか知りたい
皆の想いが宇宙への新たなる一歩に繋がる！
高く高く飛んでゆけ
遥斗、遼の想いを積んでいざ宇宙へ！
広い宇宙で頑張れ！！イプシロン！
日々の努力が明るい未来を創りだす！
あきらめず、夢に向かえ！
いつか宇宙に連れて行っ
て欲しい！
俺も宇宙へ行くために頑張ってるぞ！
伝統と新技術の融合で、謎多き宇宙に挑戦！
宇宙への果て無い憧れを託します！頑張れ！
宇宙まで届け！
示せ、日本の英知を。
俺達がついてる 絶対うまくいく
どこでも、いつでも、身近な宇宙
日本の、人類の未来を乗せ、我今羽ばたけり
娘の夢、宇
宙へ行くことが叶いますように！
無事任務完了しますように！祈ってます！
イプシロン、蝶サイコー！！
大阪明星学園 天文気象部 部員一同
日本の未来の夢を乗せて！
成功して日常的な物にしてください !
天を呑む。神の助けが来る。
イプシロンがんばれ！
いつかみんなが宇宙に行ける時を夢見て
You're the best SOLID rocket! Go for it!
未来へ飛べ！
謎だらけの宇宙を駆け抜けろ！
航海の無事を祈って。GOOD LUCK!
DREAMS COME TRUE !! Kazuki Morisawa
宇宙がますます身近になることを期待します
世界を変える勇気と変わらない日本人の精神
日本の新しいロケット成功祈りま
す！！
軽〜く上がってみせてね
世界中のみんなが笑顔で溢れますように！！
宇宙原理に挑戦する誇り高き日本の象徴ナレ
地球人の素晴らしい、新天地お目指して。
激しい欲望を満たす。望みを実行する。
飛べイプシロン！日本の未来と希望を載せて
宇宙の絆と愛
未来に向けて飛べ！イプシロン !!
すごいよ !! イプシロンさん
これからも宇宙が平和でありますように
鈴木裕大、鈴木香代、鈴木優歌
未来のために
日本から世界一へ！がんばれイプシロン！
宇宙の人とも友達になりたいです！！
多くの人の希望を乗せて行ってらっしゃい
たくさんの夢と希望をありがとう！
未来を開くイプシロン
人類パワー 120%
頑張れイプシロン！成功を祈る！！ from 潤也
オーエス、オーエス！りょう
小さなロケットで小さな星から大きな宇宙へ
M-Ⅴの技術をを引き継いで、飛んでゆけ！！
天に昇る心地だ。天は自ら助くる者を助く。 always close to you
世界中が永遠に平和でありますようにススム
未
来に向けて頑張れ！井上広昭より (^^)/
不可能など皆無だ
日本の技術と想いが宇宙に届きますように。
行け〜、宇宙へ！時代を拓け、イプシロン
世界が平和でありますように！
もっと宙へ！ずっと拡がる！きっと見つかる
宇宙の謎を解き明かして、イプシロン！
グッドラック！！
epsilon、君ならやれ
るさ。信じてる！
フレー！フレー！
毎週打上目指し。頑張れイプシロンロケット
僕の夢、叶える時が来た
未来のあなたに逢いに行こう
地球が平和に満ちた星になりますように
ぼくたちの小さい夢をどこまでも
がんばれ〜ロケット！
日本発知能ロケットイプシロン健闘を祈る！
宇宙開発がより進
んでいきますように！
名前と同じ 宇宙 の様に大きくなってね。
果てしない未来。そして宇宙へ！！
日本の物作りは商売を越えプライドに至る
宇宙までのハードルは君が引き下げる！
it̀s a pice of cake.
苦節 50 有余年、立派に成人しました。みやび
天に輝け、日本の星
羽撃け、日本の力！
Now,
to the starlit sky with hope
僕もロケットの設計者になるぞ〜！ 遼士
先に宇宙に行ってて !! すぐ追いついくから !!
笑顔の花を咲かせよう♪
イプシロンロケットがんばれ〜！ゆーちゃん
イプシロンロケット行ってらっしゃ〜い！
夢のせて羽ばたけ 政恭肇柊
天を呑む。神の助けが来る。運を天に任す。
アゲインおおすみ、待ってたぞイプシロン
早く宇宙旅行に連れてって！
七夕よ仙台の夏祭り 仙台に夏が来る 弘子
宇宙から国境線は見えない 世界平和を願う
宇宙パティシエールになりたい
イプシロン頑張れ（＾。＾）
「
目指せ！ミッション 子供たちに夢を！
みんな幸せに。
宇宙から見た地球は
どんなかな？
日本の未来にかけて飛べ！
成功祈願！！！！！
ﬁndingourway ！！再び刻む笑顔のページ
夢飛ばす力の源は職人技
絆
絶対打ち上げ成功！！応援してます！
無事を祈ってます！！
宇宙望遠鏡！地球から楽しみにしてます！
中山満仁、一緒に宇宙へ行きます！
GET THE
DREAM ！
Carry The Dream
みんなの夢と希望を載せて、天まで届け！
宇宙のものすごい闇色に願いよ届け！
宇宙が、人類の新天地とならんことを。
行け！宇宙へ！みんなの思いを乗せて！
日本の未来への光 イプシロンロケット
思いを果たし目的を遂げる。
国境のない世界のために！
愛は宇
宙を救う
新しい発見を期待しています打ち上げ成功！
宇宙から地球を見守っていてね
宇宙への夢があなたとともに叶う
宇宙に夢の星を輝かせて！
日本の技術力を世界に見せてほしい。和仁
母なる宇宙へ、私も行ってみたい。
Be in seventh heaven.
宇宙から Call Me JI2RID
自分の夢 みんな
の夢
You can do it!
乗せてます、希望。
日本の夢と希望はイプシロンとともに宇宙へ
M-V の意思をついで頑張れ！
世界一のイプシロンロケットがんばれ
未来へ飛べ！
ガンバレ日本、宇宙制覇！
たかやまゆみゆきねいつまでもなかよくね
宇宙が近くなり、夢も近くなるよう願います
２１世紀の
元気を連れて飛びそう
宇宙の果てまで飛んでけ〜！
ドラえもんがきますように！
飛べ ! ！ !
ヤぺタスより打ち上げ成功をお祈りします。
夢と希望を宇宙に運べ！
飛べ！宇宙へ！
革命を起こせ ! イプシロン！
自分のことも応援したい。。
諦めずに頑張って ?
がんばれ！カッコイイぞ！！
成
功を祈っています！ガンバレ！！
衛星事業成功
イプシロン！。君は宇宙の希望の星だ！
手軽に宇宙に行ける未来に向かって頑張れ !!
Feel the Force
ペンシルからμ，そしてεへ！飛べ，固体派
私の心も一緒にのせて・・・
これから私達が宇宙の歴史を築いていく
遥か深遠の宇宙へ夢を乗せ！！
イプシロンが開く身近な宇宙

