イプシロンへ世界の人々に感動を与えてね
世界ナンバー１へ岡本守・信子 佐藤朋子
GARAXSY is BIGBANG
日本人初の月面着陸者として宇宙に行きたい
もっと、もっと、宇宙へ！！
日本の夢、宇宙へ一直線！
たくさんの願いが宇宙に届きますように
人類の英知と進歩と平和のために
宇宙のよう
に夢は無限大！いざ挑戦！
宇宙に愛を込めて。頑張れ！
ガンバレ！イプシロンロケット !! 工藤康紀
夢、実現。ぴよぴよ（・８・）
ゆけ、どこまでも力強く !
絆、希望、そして未来へ
ウサギにあったら写真下さい
みんなの夢が宇宙へ届きますように！
地球人の夢と希望、明るい未来に乾杯！
私も宇宙に
行きたいなぁ
ベテルギウス大好きな類の夢いつか宇宙へ
⑥
成功をただひたすら祈る。頑張れ！
イプシロンぇ★生還を祈ってます♪
明るい未来は 手を伸ばせば届くんだ
新たな可能性に向かってがんばって下さい！
安・賢・強のイプシロンは宇宙の主役！！
イプシロンロケット頑張れ！じゅんい
ちろう
遠い地球でイプシロンの活躍を待っている
がんばれ！イプシンロケット
宝くじが高額当選しますように
宇宙旅行に行けるようになりたい！
遥かな過去からの贈りもの
いつか未来で宇宙旅行に行きたいですっ！！
飛び立て、みんなの夢をのせて
宇宙へはばたけ，希望をのせて。
みんなの期
待に答えてね
未来へはばたけ、イプシロン！！
どこまでも力強く飛んでゆけ！
がんばれロケット
世界を照らせ！！ 高井 佑馬
負けるなイプシロン，地球で一番イプシロン
行け イプシロンロケット 夢の宇宙へＧＯ
挑戦〜夢に向かって〜
頑張れ！応援してるぞ！
希望をのせて！羽ばたけ！
日本の夢をのせて、飛べ頑張れ個体燃料！
飛翔
夢を持った人たちが世界に希望を与える
私も宇宙に行きます !!
飛翔 !! 俺もロケット飛ばす！
成功を祈っています。 さあ ! 宇宙へ向かって！！
宇宙をもっともっと解き明かしたい。
夢は遙かな宇宙に向かって叶う。成功を祈る
俯かず、空を目指そう！
夢と未来をのせて宇宙へいってらっしゃい！
イプシロン成功を祈るべし ! 行けイプシロン
この世界から核爆弾をなくして！！高田大智
イプシロンかぺー！
あきらめないで
祝☆ちょっと宇宙へ行ってきます☆Sawa
いつまでも宇宙を見続けたい 幸正 節子
ミッション成功！がんばれ☆
宇宙に
飛んでいけロケット
貴重な宇宙体験楽しんでくださいね☆☆
精根尽き果てる、精魂を込める。
宇宙人のみなさん、こんにちわ！
僕の夢ものせて、いってらっしゃい！
小さな機体に大きな希望を載せて、未来へ！
BRIGHTgaraxsy
どこまでも、とんでいけ！！！
宇宙に、イクヨ！！
いざ ? 夢の宇宙へ !!
夢に終わりなど無い、全てはここから
新たな夢、おおぞらへ
イプシロンロケット 万歳！！！！！
世界一のロケットを目指して
地球を飛び出し宇宙へ現実以上の世界へ！！
肝付 & 内之浦バンザイ！！
イプシロンロケット 宇宙へ飛び立て
日本の希望をつめこんで。行け！イプシロン
がんばれ
息子がロケットの開発に携われますように！
飛べ宇宙へ、ロケットの新時代を切り拓け！
宇宙にいってらっしゃい。かわさきともひろ
がんばれ !! イプシロンロケット イワイ
Let̀s challenge in the space!
影があるから光もあるのです。
日本の宇宙史に新しい一歩を！
8 月 10 日にプロポーズ
します！！
固体燃料ロケットの君が主役だ！ by いくら
人類は一日も早く放射線の被害を克服したい
早く飛べ 高く飛べ 遠く飛べ 空へ宇宙へ
僕の夢と希望をのせてガンバレ！イプシロン
太陽系規模で平和と夢を考えられる未来に！
夢、希望、届け未来へ！広がれ宇宙へ！
新しい空を拓いてくださ
い！
日本が明るくなりますように
いつか宇宙を人にとって身近なモノに。Ｍ
がんばれ！日本の技術探究心！
影があるから光もあるのです。
がんばれ！がんばれ！イプシロン！
ちゃんと飛びますように。がんばれ！
空の先まで、とんで行け！！
宇宙へ大ジャンプがんばれ！ NANATO
世界の期待、
夢を胸に飛び立って下さい。
宇宙エネルギーで地球が平和になるよに希望
not slave,not war
世界平和
みんなの想いを力に込めて大きくはばたけ！
地球の健康は全てのベース！
頑張ってね！
飛ぶ。跳躍する。飛躍する。
夢の宇宙旅行へ 大成功を願っています！
僕たちの期待と夢を背負ってガン
バレ！！
新たなステージへ、テイクオフ！
がんばれ次世代ロケット
I wanna be existence like a star for you
さあ ! 宇宙へ向かって！古木啓奨美華子駿航
アオ いいよね…
飛躍！期待しています！（tomoharu）
固体ロケットの決定版へ。イプシロンＧＯ！
未来への新たな希望と夢と期待のロケッ
ト！
頑張れ！
イプシロン宇宙へ飛び立てみんなの応援で。
満天の星空の一部になれ ?
宇宙に届く夫婦愛
宇宙列車イプシロン２０１３
東北の震災復興と伴に未来に向かって
地球から宇宙への架け橋になることを祈る
宇宙の果てまで行けイプシロンロケット。
イプシロン打ち上げがんばれ！
遥
かなる宇宙へ (,,ﾟДﾟ) ｶﾞﾝﾊﾞﾚ!
唯一無二天翔心
事故なく、安全に飛ぶことを願っています。
内之浦からの打ち上げ楽しみにしています。
イプシロンロケット未来に飛んでいけ！
影があるから光もあるのです。
天下泰平
広大なコスモへ最先端の技術を乗せて翔べ！
並松小！夢にむかって３・２・１…Ｇ
Ｏー！
最高の技術を世界に魅せろ！飛べ！
人類よ宇宙で過ごす日に向けて！
宇宙に向けて飛びたてば未来はきっと輝くさ
宇宙を満喫してきてね
みんなの夢をのせて翔べっ！頑張れっ！
未来の未来へ夢をはこぼう
がんばれ！ ＪＡＸＡ！！！
頑張れ日本、日本再生ロケット
無事に打ちあがって
くれることを祈ります。
更に宇宙が身近になることを願って。
新しい星の発見につながりますように！
東北に元気を与えてね！！
ほかの惑星に行って、住んでみたい！
宇宙に飛び出せ！イプシロンロケット！！！
宇宙という謎を紐解きにいく
豪快に！飛べ！イプシロン！
ファイトロケット
ロ
ケットを飛ばすとき慎重にがんばれ
宇宙への私の憧れを一緒に乗せていって！
宇宙観光産業発展のために頑張って下さい
世界中のみんなが友達！
宇宙にみんなの思い・希望が届きますように
夢は羽ばたかなければ、輝かない！
みんなの夢と希望を乗せて頑張って下さい。
行ってらっしゃい！ 大石由起
子
打ち上げの成功を祈ります☆ＡＫＥ
宇宙へ！ 義信＆美由紀
宇宙人にあったらよろしくね
宇宙の謎を解明 !
高木俊暢です。がんばって ?
イプシロへ☆生還と喜び・感動を♪
最後までイプシロン！
羽ばたけ人類の夢を乗せてイプシロン
地球を、宇宙を愛しています。 「おーい！！宇宙よー、返
事しろー！！」 新しい時代の礎となれ！
未来に向けて前進＆飛躍
彩音
夢は宇宙に開く。宇宙の神秘を解き明かせ。
宇宙空間からイプシロンで義徳が見ています
宇宙兄弟土曜日 5:30
吉谷友希も応援してるるから大丈夫！
心咲ちゃんが一生幸せでありますように！
ロケットが世界の人々の役に立ち
ますように
打ち上げおめでとうございます！
イプシロンロケットがんばって下さい！
仲良しな世界に！！
一緒にに脱出。勇次。陸人。恵里。
☆★☆頑張ってくださーい☆★☆
成功を祈ってます！イプシロンかぺーーー！
アタシの夢、みんなの気持ち、翔べーー！！
小型でも大きな業績達成することを祈
ります
新しい技術で世界を魅了 やるぞ日本！
カッ飛べイプシロン！！
ＪＡＸＡｘＮＡＳＡ
大空たかく飛び出せイプシロン
宇宙へ行くの凄く楽しみだな〜
航太も大隅半島生まれ。未来に向けて飛べ！
狭い国土に低予算 逆境に光る日本の技術力
新しい風とともに、この空を突き抜ける！！
飛
べ！飛んでゆけ！宇宙へ！
未来に向かって大きく育て心響４才利音０才
夢にむかって、宇宙のはてまでがんばれ
人類の未来・夢を君に託す！持って帰れ！！
夢のある公募だな。
新しい未来が見えてきた！
八百万の神様、いつも日本を守ってください
何処までも大きく高く強く優れ広がれる。
宇宙から
の日本はどんな景色
夢に向けて共に乗り越えよう！貴章＆真由美
新時代のロケットの旗手になれ
宇宙楽しんでください (^^)/ こめみゆ
おおきいみらいへ
今夏のメインイベント ? 待ち遠しい〜。
宇宙まで飛ばないと許さない！
がんばれロケット力強く羽ばたけ
僕もいつかそこに
飛び立てロケッ
ト
Go ﬂight, EPSILON!
ゴー！ゴー！イプシロン！宇宙へジャンプ！
がんばって 生還を祈る イプシロン
εの可能性から∞の夢の実現を
遠くに飛んで希望を与えてください（笑）
地球で応援しています。
日本の底力。世界へ。そして宇宙へ。
がんばれ！日本人ロケット！
人類の英知に限界は無い
日本が創る宇宙時代の魁けとなれ！
固体ロケットの復活だ！
みらいが志望校に合格しますように（怜）
!
テンペとアチペの魂も宇宙に連れてって
翔
新しい時代の夢を乗せて飛べ！イプシロン！
私の未来が星のようにきらめきますように！
明日への一歩へ未来への一歩へ
はばたけイプシロン、はば
たけ足白っ子！
希望を胸に，宇宙へ飛び込めイプシロン！
空高く飛べ未来へ
世界一のロケット成功を願って がんばれ
宇宙でも一生懸命がんばってください
宇宙なう！
貫け！
固体も捨てたもんじゃ無い秀新大優昌小夜。
羽ばたけ、地球のそとへ
イプシロンロケット大空高く飛びたて
いつ飛
ぶか、 今でしょ！
夢は寝てみろ！希望は起こしてみろ！
宇宙へ届け、みんなの夢！
皆の願いを乗せて宇宙へ出発☆ミ
頑張れ！ jaxa! 世界一！！
飛べ！イプシロン！宇宙へ！
宇宙開発で地球が一つになりますように
祝開通！地球発宇宙行き内之浦イプシロン線
人類の英知に栄光あれ
夏のロケッ
ト
イプシロンに夢と希望を乗せて
身軽な輸送機は絶対必要なんです、期待大。
宇宙に行って自分の役割はたして頑張って。
いつまでも夢がかない続けますように
宇宙のカナタまでレッツゴーｂｙ克直彩拓陸
日本の宇宙産業の新たな発展を願って…
ぼくらの夢をもっていけ！イプシロン。
宇宙船地球号
の平和と希望を乗せて宇宙へ
命とみんなの想いをのせて、出発！
夢と宇宙に飛んでいけ！
Don´ｔ stop イプシロン
宇宙にみんなの声が届きますように
まっすぐ飛べ！
みんなの思いをのせて 新たな世界へ
イプシロン希望を乗せて今飛ぼう
世界へ飛び立てイプシロン，皆の夢をのせ。
イプシロ
ンは私たちの希望です
一人じゃないよ、皆がついてるよ
新しい宇宙時代へ飛び出せ！！
未来へＧＯ！
がんばれイプシロン！空へ！
すすめ ! ニッポンのロケット !!
日本人初の月面着陸者として宇宙に行きたい
We come back and build space cities.
がんばるんだよ！おうえんしているよ！
made in earth
夢と希望をのせて宇宙へ 長谷一弘
飛べイプシロン！みんなの夢をかなえてね。
Good luck!
期待してるぜイプシロン
絶対に宇宙に行くぞ。 優弥
宇宙の皆様へ。私達も探しています。
功成り名を遂げる。
夢と未来と衛星を乗せて、今、宇宙へ
果てしなき宇宙へ GO!
M.YASUMURA
みんなで行く、宇宙旅行のリハーサル
夢をかなえてみんなに勇気を与えてね！
美しい宇宙に夢を抱いて。
次世代ロケット期待してます はやぶさ４号
世界の果てまで飛び立て！！
イプシロンがんばれ！大好きだしおりん！
発射の成功を祈る by Takahashi
長いみちのりを飛び越
えて
がんばれイプシロン，必ず帰ってきてね。
ロケット新時代の最初の一歩となれ！
希望を乗せて世界一のロケットに
宇宙旅行に行きたい
日本人初、月面歩行者になりたい！！
イスカンダルまでコスモクリーナーを取りに
届け地球人の声 銀河の宇宙へ
Ｅロケットの打ち上げの日が楽しみです！
母なる宇宙☆まだ観ぬセカイ一緒に観よう！
成功を祈っています
世界初の挑戦を宇宙に届けて！！頑張れ！！
Let̀s ﬂy to the space!
みんなの夢を宇宙に届けて！
光り輝く私の未来を乗せて次へ進む勇気を！
ロケットのコロンブスの卵
私たち皆が自由に宇宙旅行できますように！
翔べ！イプシ
ロン
GO ！ EPSILON、未来へ！
日本の固体ロケットは世界一！
私の夢、宇宙に行って自分の家を探したい。
いざ、宇宙へ !321 発射 !! がんばれ。
イプシロン 行け〜！
知恵が増し背丈も伸び神と人とに愛された。
いつかきっと見つけて、小さな私の輝きを。
成功するように応援しています！ 功也より
宇宙にはばたけ
広い宇宙を夢でいっぱいにしてください！
イプシロンロケット宇宙でもがんばれ！
俺が見てるぞ！！
私達の希望★VAMPS!L'Arc 〜 en 〜 Ciel ！
未佑の夢はいつか宇宙に行くことです！！
いっけー！イプシロントルネーード！！
一緒に飛ぼうぜ！
椿井小！夢に向かってＧＯ！Ｇ
Ｏ！ＧＯ！
飛べ宇宙まで！イプシロン
くれなゐの暁映えし内之浦発つ侍と交はす杯
皆の思いを乗せていってらっしゃい！！
ペンシルの DNA を受け継ぎ未来へ羽ばたけ
沢山勉強してロケットを造る一員になる！
がんばってください
Achieve success and fame.
できるかな？地球以外で生命の誕
生
星の彼方へ
M-V のように未来の夢を宇宙に届けてね★
宇宙の鼓動をかき鳴らせ
鳩原っ子達よ、その想い天高く飛び立て！
皆の夢を乗せて飛ぶ。君は僕らの希望と未来
母なる宇宙へ FLY AWAY
行け！もっと宇宙を身近に！
イプシロン、未来の宙を拓け！
日本人の希望を載せて、高く高く羽ばた
け！
惑星の秘密を解き明かせ！！
将来、絶対に宇宙に行くぞ 栄井海斗
宇宙と夢に向かって頑張ってください！
開発者の皆さまの苦労が報われますように．
みんなの夢を乗せて飛び立て！！
がんばれイプシロンロケット！
吉谷友希が応援してるから大丈夫！
すごいゾ！イプシロン！
無慈悲
日本から宇宙へ、夢と希望を込めて！
空の、宇宙の、夢のかなたへ そして未来へ
日本の夢、世界の夢、持って帰れ夢の石！
世界の宇宙開発の為に頑張れ、イプシロン！
いけ！イプシロン！空を翔けろ！
ぼくらの夢、宇宙まで届け !!
みんなの夢を乗せていけロケット
応援しているよがんばれイプシロン
人
類は
宇宙と地球の未来が明るい世界
みんなの思い地球の想い 天空を突き破れ
飛べイプシロン，はやぶさに負けないように
宇宙に興味を持つ人が増えてほしいです。
天空に向かって 駆け抜けろ！ぶっちぎれ！
ワクワクを乗せてどこまでも 基・久美子
地球がいつまでも綺麗でありますように！
無
限の世界へ、どこまでも
はやぶさにつずいてきせきうをおこせ
ナイトが元気で過ごせますように
がんばってー！！！！！！！！！！！！！！
新たなる力で未来に向かって！！
少年、中年、老年よ、大志を抱け！
輝け！ おおきな ほしたちよ！赤組優勝！
I want to be a doctor !
宇宙から地球を見る
と争い事は見えない。
未来への飛翔・はばたけイプシロン
たくみ
今も地球は青いですか？
皆の夢と希望を乗せて、頑張れイプシロン
イプロスがんばれ
頑張って！！成功を祈っています。最より。
イプシロンロケット宇宙に羽ばたけ
イプシロンと一緒に人生の旅を楽しみます！
希望を乗せて
イ
プシロン 頑張れ！！
僕たちの夢を乗せて舞い上がれ 「夢」を乗せ行け！天高く！イプシロン！
みんなの思いを１つに。がんばれイプシロン
宇宙高くへ飛べ！イプシロン！
とんでけ！
銀河に届け肝付のシンボル
無事に打ち上がれ。
私もいつか宇宙へ。夢を希望を届けて下さい
宇宙への旅立ち見
守っています！頑張れ！
内之浦の歴史背負って飛べイプシロン 蓮尾
きみの翼は地球をめぐる
イプシロン ! 皆のためにがんばれ !
はやぶさ同様、宇宙へ飛び立て！イプシロン
日本の技術力を世界に知らしめてください！
宇宙へと、希望をのせて、イプシロン！
宇宙にたくさんの物を届けてね
糸川先生
の意思を継いで飛んで行け！
日本の、肝付の未来を乗せて飛んで行け
Do my best
ロケット新時代に向けて、行ってらっしゃい
いきてるだけでまるもうけ
愛する地球の為に。
月に行って地球をさわってみたいです晄大
教えて宇宙の謎
M-V が私の原点です。固体ロケットよ永遠に
日本の誇り。成功
を祈る
どこまでもとんでいけ！！！
宇宙のこと色々おしえてね！
君たちは明日の希望
夢と希望を載せて Lift oﬀ 〜 !!!
輝け！おおきな！ほしたちよ！
宇宙へ飛ぶ、宇宙を駆ける、宇宙に満ちる。
未来拓くイプシロン。宇宙へ夢のせて翔べ！
星の王子様に赤いバラを届けて下さい。
イプシロンで夢飛行
みんなの希望を銀河に乗せていけ。 襟佳
無事に宇宙へ行けるようパワーを送るよ！
新しい力・確かな想い・広がれ大空に
ももちゃん だいすき !!
崇史と裕美の花道と咲道
宇宙人に会いたい
空飛ぶ箱庭よ、この星に光を与えてくれ！
飛べ！日本の夢と技術をのせた閃光となれ！
「今週のイプシロ
ン」実現したらすごいゾ。
任務を完了し、我々に夢を与えて下さい。
いってらっしゃい !jaxa
宇宙開発の今後に期待しています。
宇宙へ飛び立てロケット
がんばって宇宙まで，あきらめずに。
安・賢・強のイプシロンは宇宙の主役！！
平和な日本の道標になることを！
イプシロン！ロケット界の革命児た
れ！
みんなに希望を、何度も見に行きます！
がんばれイプシロンロケット
わたしはうちゅうがすきです。あすか
がんばれロケット
夢を宇宙に、羽ばたけ未来に！
宇宙も生きている！ 地球人も生きてるぞ！
ただひたすらに、夢・未来・宇宙に向かって
笑顔と未来をのせてとびたて！イプシロン！
和の心を持って宙の開拓
成果を期待する。 さとう かずのり
ロケット飛べ〜もっと飛べ〜モエろ！！！！
宇宙の皆さん、地球人も仲間に入れて下さい
日本の技術信じてます！いつか私も宇宙へ。
日本の技術を世界に見せつけろ！！
日本に元気を！
素敵！私のメッセージが宇宙へ飛び出す！
宇宙に
届く日本の技術
じゃぁ
わたしはここにいる。
イプシロンぇ☆成功を祈ってます★生祈願
イプシロンがんばれ！無事に帰ってこいよ
未来へ
宇行けば 新たな未来が 待っている
夢軌道 天空に新たに描く イプシロン
日本の未来を星の彼方へ !!
星になった貴方、私に宇宙から声を聞かせて
い
つまでも仲良く元気で
夢をのせて飛び立て！！！
戻ってくるのを成功させて下さい
宇宙旅行を可能に！
いつか俺も行く！先に待っててくれ！！ 昂
がんばって飛んで下さい
初号機がんばれ！！！！！
未来の宇宙まで届け！！！
遠く、更に遠く、夢と想いを載せて宇宙へ
世界中が新たな発見を
心から待っています！
GOOD LUCK!!
がんばろう！！ ＪＡＰＡ！！
一緒にに脱出。勇次。陸人。恵里。
糸川先生、森田先生バンザイ！！
僕らは希望
門出を祝福します。浩千穂聡。
不撓不屈の JAXA 魂
VIVA ！宇宙！！
リバイバルを起こしたまえ！甦る蘇る。
地球はどんだけ大きいの
信じよ
う。誇りを胸に成功へ。
私の憧れです !
GO!GO! イプシロン。山梨から見守ってるよ。 日本の新たなロケットロードに幸あれ！ KK
夢をのせてゆけ、新たな知を得て帰れ！
それゆけ！イプシロン！！銀河の彼方まで！
宇宙をもっと知りたい
良い旅を！！
地球と宇宙をつなげ (^̲-)-☆ Ｍ
絶対に打ち
上げ成功してください
世界の絆のため , 未来へつながる準備は E?
いざ、宇宙へと旅をしよう。
未来の子供たちの夢の架け橋になれ
私は将来絶対宇宙飛行士になります！
みんなの勇気をのせて！！！！
新たなる宇宙への架け橋を！
いけいけイプシロン！飛べ跳べイプシロン！
宇宙でもがんばれイプシ
ロン
地球の人々が安全で幸せに暮らせますように
ＢＵＮＢＵＮかっ飛ばして頑張れ (^^)/″!!
大好きだ！宇宙の果てへ飛んでいけ！
何億年も前の光が今見えるなんて素敵！琴江
M の技術を継ぐイプシロンに期待します！
にほんから宇宙は、すぐそこ。みんなの宇宙
絶対 jaxa に入る！阪本皓貴
10 年
後の宇宙開発を JAXA の一員として担う！
成功することを祈っています
織姫様と彦星さんによろしくです。
宇宙にウサギはいるんですか
あきらめずに最後まで頑張れイプシロン！
目指せ、世界一！＼(゜ロ＼)( ／ロ゜) ／
The cosmos, our home for all.
イプシロンで宇宙をより身近に！
おーい！こ
の空間が宇宙なんだね！
明日の笑顔、その為に☆澤信之
うちゅうで、およぎたい。すずきあやか
行け、イプシロン！輝かしき栄光と共に…
飛び立てロケット
新しい船で宇宙へ！
尽きることのない好奇心！
はやく飛べたかく飛べとおく飛べ空へ宇宙へ
若き日の宇宙大好き少年の夢をぜひ成功へ
打ち
上げ成功しますように！祈っています！
ボク、初めての宇宙に、行ってきまぁ〜す
ﬁght! ﬂy! ˜ 頑張って飛べ ˜
けがをしないようにしてください
頑張れ日本、再生ロケット「宇宙」
日本の世界の地球の未来とともに！
お邪魔します！
何にだってなれる。
宇宙へ飛出せ野田家！目指すは宇宙旅行だぜ
ハ
ロー！宇宙人！
僕も大きくなったら宇宙に行くぞ
行け、飛べ！みんなの夢を乗せて！！
再び大隅半島から未来に向けて出発！
ペンシルからイプシロンへ夢をつなげて
俺もいつか宇宙へ行く ?
みんなの夢と希望を乗せて、明日へ羽ばたけ
人類の夢よ、美しき宇宙へ届け！ｂｙ渡辺忍
作っている人や動か
している人はがんばって
宇宙の闇を開け放て！基と久美子
すごいぞイプシロン。希望を載せて GoGoGo
ぐんぐん近づくぞ、宇宙。
たくさんの星をもっと近くで見たい！！
無事地球に帰還してください！
Go the distance!!
無限の彼方へ、さあ行くぞ！！
イプシロンロケット＠祈成功
信志と佳威が
元気に育ちますように 父
祝福を与える。猛烈に頑張った。
イプシロンロケット打ち上げ成功祈るっ！！
BE THE HOPE!
宇宙に夢を持つ私の未来を切り開いて！！
HOPE
夢に向かって飛び立て ! イプシロン !!
晏慈と光那の思いを乗せて飛んでいけー
みんなの夢を乗せて宇宙へ
空飛ぶ箱庭よ、この
星に光を与えてくれ
宇宙にユメを届けたい
夢をのせて、宇宙に旅だてイプシロン！！
僕の夢ものせて、いってらっしゃい！
来年理科の先生になって宇宙の魅力を伝える
とびます♪とびます♪
固体ロケット復活おめでとう！届け未来へ！
そらへ迎え
世界初をがんばって目指して下さい
宇宙は生
命の故郷・起源を求めて羽ばたけ！
将来は JAXA ではたらく !!!!
飛んでゆけ！輝き明るい日本の未来を宇宙へ
永遠に引き継がれる人類の壮大な夢をのせて
イプシロンに夢と希望を乗せて
いつか、お前に会いに行く。
がんばって帰ってきて下さい
いざ、未来へ！！！
いってらっしゃい！私もすぐに追い
つくから
飛べ！！イプシロンロケット！！
佐和子の夢は家族を幸せにすることです！！
新たな夢 MAX
新たなる翼、飛べ彼方へ！
もっともっと宇宙のことが知りたい
宇宙征服☆
ロケットの寿命はセミのよう。ドラマだ。
死中に活を見出す。
ロケットかっこいい！宇宙の仕事がんばって
成功を
祈念する。
宇宙洋での悠然活躍を期待しています
未来へと希望をつなげ！イプシロン
将来 JAXA に入って宇宙飛行士になるぞ！
空を突き抜けろ！宇宙へ行って来い！
宇宙が一歩身近になる気がします。
キバレ！！イプシロン！！
私も連れてって！サンプルリターン！俊有
とんでけー
岩小の夢乗
せ宇宙に飛びたてひとつになって
がんばれ ＪＡＸＡ！
Ｆｉｇｈｔイプシロンロケット！
宇宙でも一生懸命がんばってください
応援してます！！無事に打ちあがれ―！！
銀河で輝けイプシロン
宇宙への架け橋、かがやけイプシロン
宇宙船に乗って宇宙に行きたいです。慎太郎
打ち上げ楽しみです。
ご安全に
いつ打ち上げる？今でしょ！
Ready to Outer Space
NO BORDER
願いは叶う、想いは叶う
現実に宇宙へ飛び出し昇天する。
宇宙の遥かな時間と空間を旅していきたい
夢の宇宙に一直線！
いっしょに飛ぼうぜ！
蒼き惑星より飛びたて短き人生を楽しむため
夢と希望を乗せて宇宙へ
羽ばたけ〜！！
火木金にお届けします！宇宙へ宅配新時代！
世界のみんなが幸せになあれ
宇宙へ飛びたてイプシロンロケット
日本最高！
希望の星！ VAMPS ！ L'Arc 〜 en 〜 Ciel ！ JAXA!
子供と宇宙兄弟をみてロケット大好きです！
日本のロケットは誇り！ＮＥＷモデル万歳！
眩しすぎる太陽
に注意！
元気に宇宙彼方まで飛んで行け！
未来へ向かって跳べイプシロン！
みんなの夢を繋ごう知能ロケットイプシロン
始めなければ失敗も成功もない、頑張れ！
宇宙へ！ 夢と希望をのせて！
夢と希望をのせて新たなステージへの挑戦へ
生きて帰ってきてね！！
帰ってきて！！
地球上の全
ての人の喜びも悲しみも載せて！
ペンシル直系日本伝統固体ロケットがんばれ
憧れています
待ちに待ったイプシロン、いざ宇宙へＧＯ！
15 年後、宇宙飛行士になって宇宙に行く！
明るい未来へ！ Go!! うめはら
一歩前進！〜皆の夢を込め、さぁ行こう！〜
頑張って飛んでください！
新しい挑戦への
成功が次の夢につながる
イプシロンがんばれ
ありえない天気予報が出たら教えて下さい
九州から東北復興を願って！
Hello new world !
私も宇宙から地球を見たいです。がんばれー
宇宙へと届け、日本のエネルギー（ε）。
宇宙へ飛び立て
私達の夢を載せて「飛べイプシロン未来へ」
今後もロケッ
ト界がさらに飛躍しますように
将来ロケットを作り飛ばします 絶対！
ありがとう、日本！！
がんばれイプシロンロケット神戸の田中友規
あきらめず宇宙にとびたてイプシロン！
日本の、アジアの、世界の誇り！
がんばって飛び立て
日本の固体ロケット技術は〜宇宙一ィィィ〜
夢をのせて宇宙へと
どけ
みんなの夢と希望と共にいざ宇宙へ！
無事帰って下さい
宇宙の神秘の解明期待しています。
日本が世界一！
みんな夢と希望を乗せて飛び立てイプシロン
期待と夢を乗せたロケット、ついに完成
僕らの想いを載せて GO ！ GO ！ロケット！
いつかは宇宙へ
とどけ未来へ
日本人の知力を
世界、宇宙に生かせ！
無事に帰ってきてね
がんばれ！僕の将来の夢のためにも！ｂｙＨ
宇宙の心、世界的存在、世界公だ。
地球人、みんなの幸せ実現するように
JAXA やるね☆
翔け！イプシロン！！！！！
いってらっしゃい。ご安全に！若宮かよ
it's a piece of cake!!! 2013KCO
夢と希望と未来
を宇宙へ
宇宙でがんばって下さい
翔けろ、宙へ！
FLY ME TO THE UNIVERSE!
みんなの夢乗せいざ飛び立て !! イプシロン !!
美しく豊かな地球で心身健康な人類平和共存
高く飛べ！宇宙の軌道まで！
頑張ってください！
いざ行かん 夢と希望と 笑顔乗せ
はばたけ！銀河の果てまで！
がん
ばってください！応援してます！
福島復興がんばろう。技術の光を燈そう。
日本の未来に向けて。
日本人の夢と希望を君に託す、頑張ってね！
夏は花火とイプシロン。た〜まや〜。
jaxa は日本一いや、宇宙一！
小さな光が集まり大きな希望の光となれ
内之浦から未来へＬＩＦＴ ＯＦＦ！
夢、希望、情熱、
全部宇宙へ、未来へ届け！
玲香がいつまでも幸せでありますように
Εがもたらす新たな宇宙に期待します
イプシロンロケットに夢と希望を託して。
宇宙！宇宙！宇宙！
偉大なる宇宙、ありがとう！
とびたて！はばたけ！みんなの未来をのせて
家族の夢を宇宙へそして実現を子孫へ
技術者・科学者の
みなさんありがとう。
ロケットすごいねがんばってね
日本の未来へ 星座の１つに 夢託し
まだ、見えない世界を見せてください。
美しい地球を守るために挑戦！
心に天地の春がある (;ﾟロﾟ)
宇宙の平和利用に期待します
サンプルリーターンは地球の未来
天上界・地上界・冥上界の三界の星になれ
わたしもそらで働きたい
全人類の屈託のない笑顔、宇宙から見守るぞ
並松小６年１０人の夢よ、宇宙より大きく！
日本と世界の明るい未来に向かって！
楽しい中学校生活送れますように♪m,m
科学の翼よ羽ばたけ
美しく堂々と宇宙へ！
未来を載せて跳べ！
無事に帰ってこれるようにがんばって
にっぽんの未来が大空を越えて運ばれてく！
宇宙へ行ってみたい。
生徒たちのロケット伸びを信じてる
国産ロケット万歳！！
地球の子供達が早く宇宙に行けますように！
宇宙に夢を、星に願いを
宇宙との絆を証明するために！
みんなの熱い想いをこめて飛んでゆけ〜！
頑張って！！ファイッ☆
はやぶさに負けないよう頑張ってください。
無事に成功するように頑張ってください。
打ち上げ成功を心よりお祈りいたします
進め惑星間空間へ
これからも頑張ってください！ Fight ！
被災地への応援もお願いします！
宇宙からの地球を見たい☆
泰雅と琉空の宇宙兄弟！目指せ宇宙！平和！
310
飛べ宇宙へイプシロン，僕らの夢を乗せて。
また新しい技術への架け橋になる事を願って
がんばれイプシロンファイト
ゆけ！俺たちの夢を載せて銀河の彼方まで！
がんばって！うちゅうへゴー！
飛び立て、未来へ。
何よりも遠くへ強く、打ちあがれ！ かなこ
がんばれぇ〜 (^^♪
ＪＡＸＡ！
宇
宙大航海時代
打ち上げ成功を祈ります。
無事打ち上げ成功しますように！
未来の子供たちの夢の架け橋になれ
イプシロンロケットいってらっしゃい 大喜
ロッケトの成功肉眼でみたいきれいな天の川
宇宙を満たす。心が飛び回る。
日本人の夢を乗せて、羽ばたけイプシロン
イプシロンがんばれ
楽
しい中学校生活送れますように♪m,m
宇宙開発∞全ての人々の幸せの為に
飛べ、アタプシロン
輝く未来へ進み続けろ
イプシンロケットは希望の光
人類の夢を乗せて飛び立て！
子供達の夢と未来への新たな１歩！！
この一飛びが夢への一飛び !!
がんばれ〜
総力をあげて事に当たる。総力戦だ。
頑張れ自分！
イプシロンがんばって日本に帰ってきてね
目指せ！無重力！
新しい時代に向けて飛び立て !!
清流から宇宙へ！！
未来に向って羽ばたけ！
宇宙人さん。早く会いに来てください。 「UNIVERSE」へ飛び出す！それが私の将来！
未来へはばたけ
E.T. とお友達になりたいです。
地球
の願い宇宙に届け！ ji2egq
2012 年ロケット技術は日本の誇りです
頑張って下さい
イプシロン帰ってくるようにがんばって
がんばれイプシロン！
行け ! GINGA へ ｲﾌﾟｼﾛﾝ!
新型ロケットとして今後の活躍を期待します
惑星の見張り番
ロケットを失敗せずに成功して下さい
宇宙へはばたけ天使
たち
君は、ぼくら日本人を宇宙へ導いてくれる
新たなるステージへ、新しいドアを開けよう
翔
エンジン全開 BUN×３！！！
小さいけれど力持ち世界に誇ろうイプシロン
Let̀s ﬂy to the space with dream!
大丈夫心配しないでみんな見ている最後まで

