宇宙の秘密を探りに Lets Go!
未知の世界を探求しにお値打ちに飛びまっせ
誇れる日本を背負って、飛べ明るい未来へ。
小柄な体で載せる夢は超巨大！
いつかうちゅうにいきたいな！
技術立国の誇り、イプシロンロケット！
日本ロケットの純血種、目指せ世界シェア！
新たなる飛翔！
いっしょにおさ
けのもうぜ！
全宇宙の幸福を願い…
イプシロンロケットがんばれ！下平なつみ
I love you miyuki. GO Epsilon.
天つ風―天女（をとめ）
自身交換！！自身生産！！
横井満雄 / 聡子 / 大翔 / 明日葉、共に夢へ出発
繋げ！全ての想いを！
失敗なく発射せよ！！
いつかは、いくぞ宇宙旅行！
夢よ永
遠に！
世界の上より世界の先を行け！
待ってろ、宇宙 !!
イプシロン宇宙で輝け
go!!
がんばれ M34
人の働くとこではない
届け未来の日本へ
宇宙へ羽ばたけ、日本のロケット技術
上がれ ! 上がれ ! 上がれ ! 昇れ ! 昇れ ! 昇れ !
皆の夢を載せたイプシロン、大空へ羽ばたけ
秋田県能代市子ども館
から応援しています。
熱き情熱を乗せて！
義之敬子楓子パル最長最高度家族旅行達成！
とんでけ〜！ (*ﾟ▽ﾟ)/
行ってらっしゃい ご安全に！
確かにあなたが生きていた証に… 田中 淳
いま、未来に向けて
新たなスタート頑張ってください
たくさんの夢をのせて飛べ！！
絶対宇宙飛行士にな
る！！☆阿部優生☆
いざ行かん、星の大海へ！
Go up beyond Dream!!
ひとの力が、大きく羽ばたきますように！
ゆめをのせて、イプシロンロケット
私は明日の為に祈る。貴方の笑顔の為に。
夢をのせて高く翔べ！
未来にはばたけ！イプシロンロケット
イプシロンがんばれ☆太亮
希望を載せて新
しい宇宙へ飛び出そう！
イプシロン頑張れ。俺も受験がんばる。尭廣
義秀洋子知恵理恵いつまでも素敵な家族で！
生まれる前から、宇宙こそ私たちの故郷
世界の一歩先へ羽ばたけ日本！
イプちゃんがんば！私もいつか宇宙いくね！
ぼくたちもうちゅうにいきたいな
天へと羽ばたけ！我らがイプシロン！
日本の夢と希望を飛ばせ！
次の時代に向かって飛び立て
がんばれ イプシロンロケット
詰め込まれた期待は宇宙へ
未来のため空高く飛びたとう西田小５−２
広がれ！未来！！ めざせ！宇宙！！
宇宙がより身近になるのが楽しみ！頑張れ！
宇宙の謎を解明だ！
皆の夢を乗せて、宇宙に羽ばた
いて下さい！
日本の凄い技術を世界に、ミッション成功！
素晴らしい未来を開拓して下さい。
地球と宇宙、そして私達未来の架け橋に ?
かりんとひまりの将来の夢をのせて
未来は僕たちの宝物、飛び出せ宇宙へ
宇宙を翔ける 新技術 From JAXA
がんばれわたしたちのゆめのロケット
輝かしい宇宙時代
を開けイプシロンロケット
固体ロケットの英知を未来のために！
みんなの夢を載せて、行けイプシロン！
イプシロンロケット計画の安全と成功を祈る
いけぇー
みんなの願いを一つに…
みんなの希望と夢をのせてガンバレ！！
世界に轟け みんなの夢と 日本の底力
跳べ！飛べ！全力で翔べ！ by 全
力宇宙少年
宇宙の海へ！
宙へのメッセージ、地球に感謝、生命に感謝
夢、好奇心、思いやり。飛べ！イプシロン！
イプシロンロケットは日本の底力
イプシロン、立派に宇宙に飛んでくれ！！！
日本の宇宙開発の父の夢が「再び飛び立つ」
新時代を切り開け
また一歩、あの宇宙（そら）に近付こう
Only
the ﬁrst star will have it
飛ぶぞ！
明日へ！
ぼくたちのゆめをのせてとんでください。
やれば出来る。でもやらなければ出来ない。
Keeping an eye on our children from sky.
宇宙に飛び出せ！！
宇宙の謎、解き明かす手がかりつかめ！
青い地球を大事にしよう。
日本の宇宙技術向上のために！
頑張れ！
ぼくもうちゅうにいきたいな。 伸より
跳べ！イプシロンロケット！！
飛翔！イプシロン＆ＪＡＸＡ！
はつひこうおめでとうイプシロン
待ってろよ宇宙！ 町田 貴洋
世界中の子供達が幸せに暮らせますように
堂本剛おうえんよろしく！
私たちの夢も一緒に連れて行ってください。
かり
ん宇宙飛行士の夢を乗せ羽ばたいて
俺なら何でも出来る。
ゆめをのせて いってらっしゃい。ぜん
ミチカブラより 届け遠い宇宙までこの想い
国産ロケットで宇宙旅行するぞ！
ロケットに乗って天の川に突入！友紘ママ
とんでっけー
もっと知りたいから僕たちは君を打ち上げる
夢と希望よ，宇宙に届
け！！
切り開け、豊かな明日を。
飛んでけぇ〜☆
イプシロン希望をのせて飛んでいけ
自身に世界に理想を実現させるんだ。
イプシロンロケット、がんばれ。
宇宙飛んでけイプシロン！！
我々のつくる未来！
「はやぶさ２」が待つてるょ。頑張って !!
小さな私達が外に飛び出す全人類最高の希望
も
し諦め切れるなら、そんなの夢じゃねぇ！
光になれ！
宇宙の平和復興の街岩手から希望をのせて
がんばれわたしたちの イプシロンロケット
空をこえて星のかなたに夢を届けてください
打ち上げ成功を祈ります。RY/KY/HY/CY/FY
地球から宇宙へ行こう、出発だ
糸川の夢、みんなで叶えよう
皆の夢
や希望を乗せて、行け〜飛べ〜っ！！
飛べ！僕らの希望とともに！
Cheeky Parade No.1
世界標準をイプシロンロケットから創り出せ
夢を乗せて飛び立ち、希望を乗せて還る
次につなげ！！！ イプシロンロケット
未来をこの手で掴め！
宇宙まで届け、今年こそ婚活に成功！！ＹＴ
うちゅうへはば
たけ！がんばって！
絶対宇宙にいってやる！ KK
Self-produce! 自身生産！！
全世界の平和を祈り、飛び立て宇宙へ！
明日香、文香もイプシロンのように限界突破
パパ、天国から打ち上げ成功見守って！
ぼくらの思いをのせて宇宙へ力強くとびたて
みんなの希望を乗せて、未来へＧＯ！
日本の希望と
技術をのせ空高く飛翔せよ！
宇宙との架け橋。その名はイプシロン
イプシロン、行っけ〜〜え！！津川美空
宇宙は今日も美しい。
ε、GOOOOOOOOOOOOO 〜〜〜！！
宇宙にはばたけ日の丸イプシロンロケット
世界一のロケットになれ！
可能性と言う希望
M を継ぎし E，新たな世界を切り開け！
過去から何もかも全て再開する。
突き抜けろ！
みんなあなた達のせいになる
君の頑張りが私たちの勇気になる！
新しい発見のために、がんばれイプシロン！
人類の挑戦は止まらない！
生きてるうちに行って見よう宇宙まで！パパ
宇宙で暮らしてみたい (aki ! 安全第一。
新たなる挑戦の成功を
心より願う。
みらいへはばたけみんなのきぼうイプシロン
私たちじゃ行けない宇宙の景色を見せて
あの感動を再び
あなたの見るものがわたしの夢です
日本独自固体ロケットの未来に！別府政通
私と一緒に。
日本と宇宙をしっかり結べ！
SPRINT-A をよろしくお願いします。
たくさんの夢をのせ
て飛べ！！
今、翔び立つとき… いざ、宇宙へ！！
Self-establishment! 自身確立！！
宇宙へと大きな川を創り翔ぶ夢のイプシロン
ピカピカ☆異伝子
世界の上より世界の先を行け！
まだまだこんなもんじゃない化薬の力！
いつかぼくも宇宙へ行きます。
新たなる世界への挑戦・弛まぬ努力
素晴ら
しき日本の科学技術！日本の誇りです
宇宙の彼方まで飛んでいけ！！
１００％をのせていけイプシロン！！
きばれ！いぷしろん (・∀・)v
ニッポンの皆さん「ありがとう」
いつ飛ぶか？
・・・今でしょ！
がんばれおうえんだんたのしみにしてるね
明日への翼､未来への狼煙､今こそ出発の時
遠
くの宇宙を仰いで飛びたつ
この思い宇宙へ届け！
未来で待ってる！
発見の為の第一歩を踏み出す足となれ！
大空へ羽ばたけ，イプシロン！
空高く、未来を目指せ
俺も一緒に飛んでるみたい
最高
裕はイプシロンロケットを応援しているよ！
ぼくの夢を宇宙でかなえて！中窪祥貴
また会おう！
めぐみ、おばあちゃん、天国で幸せにね！！
目指せ成功率１００％！
宇宙へ羽ばたけ！
僕らを宇宙に連れてって！夢の翼！！
イプシロンの打ち上げが成功しますように！
天翔けよイプシロン☆毅く速く軽やかに
大和魂炸裂！
見せてくれ！日本の固体燃料ロケットの底力
日本の平和と技術力の象
徴となりますように
飛べ！イプシロン！日本の新型ロケット！
飛びたて Mａｄｅ in Japan ！！
イプシロンと共に挑戦したい！相川知美
イプシロンも日本もがんばるぞ！
For our dream, For our future.
世界初の宇宙望遠鏡！楽しみにしています！
小粒でもピリリと辛い
行け！目いっぱいの夢
を載せ！
夏鈴とみんなの願いを乗せ大きく羽ばたけ！
Fly!Fly!Fly!Having Dream and Love!
固体ロケット技術を世界に見せつけよう！
日本の誇り！みんなの希望を載せて羽ばたけ
未来へ翔けろ、イプシロン！ 良い旅を！
みんなの夢をのせて飛んでゆけ！！
ε…名前は小さくとも夢はでっかく宇宙
へ！
いい大人いい生活で美容師になりたいです桃
私たちの夢を宇宙へ
夢や希望をのせて飛んで行けＥｐｓｉｌｏｎ
未来を待つ時間はない！
届け 宇宙へ！ 広がれ ボクらの夢！
小さな衛星で大きな夢を実現。祝１号機打上
宇宙をもっとぼくらの身近に！
It's easy to touch the moon!
がん
ばれイプシロン！俺も宇宙へ行くぜ！
太陽系の謎を解き明かせ！
無限に飛ぶ！！
チキパの想いイプシロンへ
未来で待ってて！
固体ロケット復活おめでとうございます！！
飛べ！ 進め！ どこまでも高く、遠く！
すべての想いをのせて宇宙へ !!
世界中の人々が手を取り合えます様に
イプシロン
ガンバレ！！応援してます！
宇宙へ届け！みんなの夢！ Yuka
日本の宇宙開発の夢を載せて高く飛んで行け
惑星誕生の鍵を拓く使いを載せて頑張れ！
大和魂炸裂！
明るい未来へ人類の夢と希望を乗せて！
内定もらえますように
みんなの願いを乗せて！
宇宙は憧れです。
宇宙がもっと近くになり
ますように！
宇宙への希望をのせて発進だ！！
切り拓け！、次世代の宇宙への道
イプシロン、河合由尚が応援する、成功だ！
新たなる希望！
イプシロンは希望という輝きだ
１００年後もワクワクできる地球でいてね
宇宙へ行こう！
いざ未知との遭遇へ
がんばれ !
胸が痛む、心が痛い、癒す埋め
合わせる。
僕らの夢を載せて、いつかは僕も乗せて
夢と未来金子宣彦･素子･涼平･真歩･理歩
祝固体ロケット復活・俊・友美・晴・結
(●'ｗ'●) 宇宙人会いにきて☆
夢と希望をのせて宇宙へＧＯ！
憧れの宇宙へ翔んでいけ !!
ひっ跳べ！ 空の向こうまで！！
宇宙開発期待しています。神秘の世界へ Go
がんばって打ち上がって！飛べーイプシロン
八雲立つ愛と光のイプシロン
出来ると信じてれば必ず願いはかなうはず☆
君の活躍が私たちの未来！
大貴はイプシロン応援しているよ！
いってらっしゃい、仲間 !!
人類の夢を実現する一歩でありますように。
宇宙を身近に、飛べロケットの未来へ
宇宙の
平和を目指して元気に生きよう．格
私の夢はパティシエになりたい。まや
宇宙のみなさん一歩一歩がんばって！
固体ロケットの夢を載せて
イプシロン がんばれ！
みんなの夢をのせて大きく羽ばたけ
とどけ、みんなの夢
大隅半島から再び宇宙へ
いま、未来に向けて
宇宙の新しい発見を期
待！イプシロン頑張れ
未知なる宇宙を魅せてください ^ ^
頑張れイプシロンロケット !!
日本独自固体ロケットに未来を！別府政通
平和のための日本の技術頑張れ
せかいへいわ
新しい夢を乗せて宇宙へ飛び出せ !
菅原勇人君、あ〜い、だっ〜ちっ！
いつか、宇宙に行ってみたいなー 鈴木天馬
ゆめ
をのせてがんばれ
未来へつなぐ新たな挑戦
イプシロン２４ M に世界の夢乗せていざ発進
未来・夢に向かって飛び立て
宇宙人に見つからないようにね。 にじ組
これからの未来を切り拓いてください！
イプシロン！！
翔んで行こう！日本の未来と宇宙に向かって
まだ諦めてない。宇宙にいきたい。
We go to the space by Jus,Ayu,Shin,Yuka!
固体燃料ロケットが宇宙への夢を飛ばす。 （祝）日本独自の固体ロケット復活！
宇宙の彼方の友人へ「はじめまして！」
εεεεε!
受付番号：0000003885
龍の如く天を貫け ! 想いよ天に届け ! 志澤勝彦
往け！宇宙へ！！イプシロンロケット！！！
遠
くへ､皆の夢を乗せて☆あやりん。
飛んでいる途中で爆発するなよ。
待ってろ、未来！
飛べ・飛べ・イプシロン どこまでも！
宇宙への旅立ちの成功を！下平陽子
挑戦に恐れは不要
名前だけでも宇宙へ！勝弘
未来をのせて、宇宙ロケットイプシロン！！
がんばれイプシロンいけー
イプシロンロケッ
トがんばれ！宇宙の彼方へ
日本の技術をガンバレＩＰロケット
飛べ宇宙へ 日本製イプシロン !
宇宙への火は消えない！！
未来をつくるために！
日本の未来へはばたけ！金子宜義･文江
明日を開いて！イプシロン
みんなの思いを推進力に変えて頑張れ！
ＢＡＣＫ ＴＯ ＴＨＥ ＳＰＡＣＥ ！
みんなの希望の道筋となって
がんばれイプシロン
宇宙より愛を込めて彩乃・朝陽・悟・文江
Self-development! 自身開発！！
壮太一歳、宇宙の様に大きな夢を抱いて！
成功することをいのっています！ファイト！
風我 澪七 雷琥 仲良しきょうだい
果て無き好奇心を乗せていってらっしゃい！
がんばろうニッポン！
はっしんせよ、イプシロンロケット！！
大空へ 夢と希望を イプシロン
パパもユーノも親子で宇宙を見つめています
大きな夢をのせて !
果てなき夢を乗せて速く高く宇宙に臨む
進め！未来は近い！
楽しもう、宇宙（ほし）の世界で！
宇宙へはばたけイプシロン
もっと身
近に、もっと豊かに。
この挑戦、みんなに希望を！
深き星の大海へ
宇宙を楽しんできてね。
10 年後には JAXA 職員として見たい！
浩子さん、永遠に愛してます
イプシロン未来へはばたけレッツゴー！
輝いた人生、婆ちゃん、頑張るぞ。中田秀美
新しいことに挑戦し続ける素晴らしさよ！
新たな旅立
ちに向けて打ちあがれ！
きれいな惑星の写真を見せてね！
夢よ。空高く翔け
がんばれロケット ? 一年生のももか
ゴーゴーロケット ? ミミ
飛べ！はやぶさ２！
飛べ！日本の星になーれ！
僕の目を宇宙に運べイプシロン !!
ありがとうありがとうありがとうありがとう
安全確実に宇宙へ大事な物を
運んでください
夢にむけて飛んでゆけ〜
惑星からのメッセージが届きますように
みんなの夢や希望、期待をのせてレッツゴー
ソラをひらけ イプシロン
輝ける未来の道を導いて
宇宙へ突き抜けろ！日本の底力！
飛び出せ宇宙！最高 nine9
宇宙、動物を通して社会貢献できる獣医に！
宇宙へ！未
来へ！
イプシロンくんがんばってね☆
Attempt
裕貴とママは応援しているよ！
今度こそどこまでも
Please take back unknown material !
またまた世界初の夢を乗せて飛んで行け〜☆
日本発ＤＲＥＡＭＳ ＣＯＭＥ ＴＲＵＥ
こんどは何をあげるの？
Y へ夢を、いざ宙へ
イプシロン夢
を空へ
思いは宇宙に届く (,,ﾟДﾟ) ｶﾞﾝｶﾞﾚ!
未来の宇宙へ - 絆
この夏生まれてくる姪に、宇宙の可能性を！
みんなの力を結集させて！
守は宇宙に行くぞー！
☆私も、宇宙飛行士になります☆
飛び出せ宇宙！最高 nine9
Rei, I get power from his smile.
イプシロンロケット宇宙の果てまでガンバ
がんばれ、イプシロン
がんばれイプシロン！
飛び立つイプシロン皆の夢と希望を載せて
うちゅうの果てまで飛んでいけ
ロケットの新たな時代へ！翔べイプシロン！
Have a safe trip!!!
私たちの夢、宇宙へ届け
つーはイプシロンロケット打上げ成功を祈る
頑張ってください！ 応援してます！
ロ
ケットを創る仕事に入る。８歳紘矢
頑張れイプシロンロケット
気軽ないってきますへ、いってらっしゃい
飛び立て エプシロン！
航法センサの開発、期待してます
苦難困難ぶち破る夢を乗せ飛べイプシロン！
大宇宙へ無限の夢載せ、飛べ
宇宙って可能性が無限大。人生も同じ。
飛べイプシロン宇宙の果
てまで
固体ロケット復権！
未来の為にがんばれ 上中 大志
未来へ出発だー！
直音羽♪
行け！輝け！イプシロンロケット
一意専心、自分の努力と力で奇跡を起こす。
日本のロケットきた〜！！
飛べ↑イプシンロケット！ !
みんなの思いを大空へ いちのへあきほ
宇宙へ羽ばたけ！西田小学
校 ５年３組
胸が痛む心が痛い癒す埋め合わせるんだ。
GO ！イプシロン！ ライター大塚実
一杯惑星の秘密を教えてね (*^^*)
あおいほし あらたな一歩 ひとひかり
皆の想いを乗せて宇宙へ羽ばたけ〜！わかな
皆の希望を載せて宇宙へ行ってください。
安全航行祈念！
限界を決めない☆可能性は、∞
☆
宇宙人見つけてね なりたひろ
宇宙の謎を解き明かしたい！ by あおいさん
空は広いな大きいな 行ってみたいな外の星
みんなの希望を乗せて。光をつかめ！
宇宙へ地球から伸す浦安の来来世世
沢山の思いをのせた初飛行、成功を信じる！
サッカー選手になるルカスとフェルナンド
新たな旅立ち
栄光と未来へのぼるイプシロン
これからも瞬く星々がみれますように
飛び上がれイプシロン夢と希望をのせて
宇宙へ翔け！自然保護に優しい最先端技術を
３、２、１、ダー！ がんばれイプシロン！
Ｅｐｓｉｌｏｎ ｉｓ ｍｙ ｄｒｅａｍ！
夢と希望とイプシロン
夢と希望を載せ 宇宙を拓け
未
来をつくってくる！
子供達の輝く未来への道標となれ！
Speedy and Safety LowCostRokect debut!
ペンシル魂、リフトオフ！
飛び出せ！イプシロマン！
宙に向ってリフトオフ☆ミ
平和が沢山訪れる未来へ進め！
Ｇｏｄ Ｓｐｅｅｄ イプシロン
イプシロンがんばれ！せいこうねがってるよ
前へ！トンボの如く
未来の宇宙開発へつながる成功を期待します
日本の絆を乗せ未来へ向かって飛べ！
宇宙に輝くお星様。この願いよ届け！
日本を、世界を、宇宙を、見てこい。
イプシロンロケット 打ち上げ成こうしてね
頑張れイプシロン！
宇宙にむかってはばたけイプシロン！
新しいロケット
の成功を信じています
情熱を持ち続けよう。世界を広げよう。
私たちの希望を届けてください！
私たちの夢と希望を載せて打ち上げよう！！
海が好き。山も好き。宇宙はもっと好き。
日本の期待です 翔べイプシロン！
早く安く確実に、頭脳を持った期待の星
日本の挑戦
地球から宇宙へ放つ！愛のロ
ケット！
NIPPON から宇宙へ！希望を乗せて羽ばたけ！
きみもぼくも星のかけら
みんなの想いをのせて宇宙へ Let's GO!
将来は次期探査機を開発する 浦川周馬
生涯一度は宇宙に行きたい平成二五大野智洋
10 年後の未来のために
試験機だからって気を抜くな！頑張れ !
希望をのせて夢を運べ ?
ママンガー
夢の空かんにいってらっしゃい
希望と夢を空へ共に行こうはじまりの一歩を
イプシロン頑張れ！＠こねち
飛ぼう！
イプシロンの人 がんばれ なつにはっしゃ
宇宙人を見つけられますように！！
税金ですか？
祝 個体ロケット復活 未来に飛び立て！
明日香、文香もイプシロンの
ように限界突破
頑張れ 日本 !
宇宙の旅人になるために僕は生まれた
快適な宇宙（そら）の旅を祈る。
きしらが高齢者が安心して暮らせる場所に
世界の新たな時代を支えるロケットに！
手を伸ばせば、宇宙がそこにある。
世界平和を祈り宇宙の旅立ちを
宇宙で君を待っている！！
Let s say hello
to aliens!
ぶっ飛べ！！
打ち上げ成功祈願！！
Extend the frontiers!!
うちゅうへレッツゴ〜！！
はばたけ、日本の新技術。
チキパ宇宙 No.1 の最強で最高のグループに！
いいロケット！イプシロン！宇宙を拓け！！
キターーッ !!!! 新型ロケット !!
宇宙、未来、夢へ躍進イプシロン
世界の未来
へと羽ばたいていけ！
生まれてくる子供たちのために宇宙へ GO ！
これからの未来に期待します！成功を祈る！
はばたけイプシロン！宇宙の謎を解き明かせ
僕らの全て想いを乗せた箒星よ、飛んでけ！
夢と希望を載せて・・・MADE IN JAPAN
飛べ！イプシロン！僕らの夢を乗せ今宙へ！
私達の希望
と夢を乗せていってらっしゃい！
本願成就
Self-replacement! Self-produce!
いつか…わたしを星☆まで連れて行ってね。
馬場侑正 宇宙飛行士になる！絶対！！
∞の可能性！！！りのぼう
世界よ平和であれ
過去に戻ってでも父を救う。
倉敷市立中洲小学校 5 年 2 組 30 人と飛べ大空へ
夢と希
望を乗せて新しい時代を切り拓け！
夢と希望と未来を担うロケットに！！
僕らの夢を載せて、いつかは僕も乗せて
必ず宇宙へ！僕も宇宙へ！
イプシロンロケット希望に向かって飛べ！
がんばって
君の住む天と結ぶはイプシロン
未来に向けて頑張れロケット
夢と希望をのせてとび上がれ
宇宙旅
行に行くのが夢！
宇宙へ羽ばたこう！不藤ファミリー
新しい事に挑戦する皆さんに幸あれ
日本の宇宙解発の更なる躍進を期待します。
ありがとうニッポン！
日本の発展、世界の平和を見つめて。大路
内之浦からの打上げ成功祈っています！正子
いつか、人類が宇宙を開拓する日を夢見て。
輝け！僕ら
の誇り 羽ばたけ！大和魂
日本の夢を乗せて大空へ！
まいやんと付き合えますように
SPRINT-A も応援するぜ！
漆黒の夜空の向こうへ突き抜けろ
輝く夢に向かって飛んで行け !!
きょくたんを宇宙に送ってね
Ｍ−Ⅴ魂！
次の未来に夢をのせて飛び出そう
行けーーーー！ みちこ♪
きっとい
つか絶対に宇宙に行ってみせる！！
祈！ 無事大気圏脱出！
イプシロンロケット がんばれ りょうりき
夢と共に！いつか必ず！待ってろ宇宙！ M.F
地球は、まだまだ青いぞー！
皆の希望をのせて宇宙へ羽ばたけ！ つき
頑張れイプシロン！霧島から応援してます！
きみとまた出会える日までさような
ら !!!
響基（7 歳）奏（3 歳）も応援してます！
つぎは、その先の宇宙へ！
残れ！ 私のメッセージ！ 由衣
がんばれ！！
★☆★打ち上げ成功★☆★
夢
私は医者で宇宙飛行士になりたい！
prorresstomrrow!!
みんなの夢を乗せて宇宙に飛んで行け !!
私の夢はダンサーになりたいです恵夢
ロ
ケットも娘も希望に満ちてまっすぐ飛べ！
宇宙にぶっとべイプシロン
新しい時代へ Go! Baby Go!!!!
イプシロン大好きだよ！
ロケットさんがんばれってするよなりたはる
地には平和を 宇宙に希望を
がんばれイプシロン！
Speedy and Steady SpaceRokect Now!
DEFYING GRAVITY
意味
微小、意義革新、 行け、イプシロン！
地球と地球の生物は類い希な存在か知りたい
日本の技術が世界へ広まる事を願います
イプシロンいってらっしゃい ! がんばれ !
イプシロン、頑張って！真実
切り開け、明日を。
地球行きフライトを待つ宇宙の友へ旅立ます
イプシロン宇宙へ行って頑張ってね！
TAKUMI
新たな出発へ大きく飛躍
日本最高技術の軌跡を宙に描け !!
打ち上げの成功をお祈りしてます！
早い！安い！上手い！ロケット界の牛丼です
個体の加速が大好きです！！
未来が呼んでいるので行ってきます
頑張れイプシロン全日本人の夢宇宙へ運ぶぞ
無事に宇宙に行ってきて。
イプシ
ロン !! 僕もいつか宇宙へ行くぞ !!
僕も将来、内之浦から衛星打ち上げます！
宇宙から見る天の川を見たい 黒澤まいか
継続の力、未来への懸け橋
私の夢はファションデザイナーです 姫佳
最高 9,No1
大空へ飛び立て
宇宙までとどけ、ぼくらの希望
はばたけ！イプシロン！
宇宙と未来をみせ
て！！
兄弟で宇宙に行きたいな！
宇宙で一生懸命がんばって
元気で・頑張れ ?
夢、希望のせて希望の光イプシロン
Go with future
夢と希望をのせて宇宙のはてまでとび上がれ
たくさんの期待をのせて夢を実現してね☆
スプリンターの様に宇宙まで飛ぶ抜けろ！！
日本の復興を背負って飛べ！
宇宙へ夢と希望をのせて飛んでいけ！！
小型でも私にとってはサターンⅤ！
祈！プロジェクト成功！新・麻里・クルト
大貴とぱぱはロケット発射を応援しているよ
届け夢・希望を乗せて＋岩瀬進・順子・渚
世界中の人々の夢をのせて。願っています。
男のロマンを感じるなぁ〜。
いずれロケットの
夏が来ることを夢見ます
日本の科学を推進するエースになれ！
DearMySon MakeNoChange MakeNoAnyChange.
第二の地球へ行ってみたい
新たな希望への力、私にも恋する力を与えて
イプシロン、日本の底力を見せてやれ！
JAXA に入れますように。宇宙に届いて !
日本の未来へ夢を載せて。
明るい未来に向けて
飛べ！はやぶさ２！
新しいロケット時代を切り開け！
全力で成功を祈っています !
森勉を生き返らせる。
飛べ飛べ、高く飛べ。飛べ飛べ、遠くまで！
元気よく飛んで 私たちに勇気をください
私たちの夢を宇宙へ運んでください。
私の憧れです
世界中のみんなの夢がかないます
ように。
みんなの夢と希望を載せて
うちゅうへはばたけ、イプシロン
皆の思いを機体にこめて、頑張れイプシロン
日本の夢、日本の誇り ＪＡＸＡフォ−！
ミッション・イプシロンを応援 朱莉・莉子
☆宇宙の輝き、それは皆の努力の結晶！☆
苦しいときでもきぼうをしんじろ！！
日本・人類の未来
を背負ってがんばれ！
常に挑戦、発見、進歩
いけイプシロン！みんなの願いを乗せて！
イプシロンがんばれ。応援してるよ。哉寿
目標に向かって頑張ります IKKI
挑戦せよ！宇宙への新たな翼
将来、宇宙に関わる仕事に就きますように。
がんばれイプシロン！瑠導より
天高く 空超える愛 イプシロン
観測活動頑張って素敵な報告を待ってます！
いつまでも美しい地球でありますように！
いつかは「自家用ロケット」！
イプシロンはわたしたちの希望だ
世の平和をイプシロンへ託して
Arrive a dream to the space . M.O
子供達の夢を乗せて、ＴＡＫＥ ＯＦＦ
挑戦、飽くなき探求心
イプシロン
夢に向かってがんばれまってるよ
がんばれ！イプシロンロケット宇宙へＧＯ！
大和魂炸裂！
いきできないけどがんばってください。明穂
チャレンジする者には輝く未来がやって来る
いつか姉妹で宇宙へ行くぞ！倖花と瑠花
いざ、星の大海へ！
イプシロンロケット世界の期待と夢を宇宙へ
がんばって
飛べイプシロン！！
がんばれ！世界一周イプシロン！
イプシロン希望と夢をのせていざうちゅうへ
未来へその先へどこまでも！
絶対に宇宙飛行士になる
宇宙へ羽ばたけ
イプシロンは夢や希望をのせてとびあがれ
届け宇宙へ「知足の会」の願い！
飛べ イプシロン ミューを越えて
宇宙の向こう
側まで。さぁ届け、この想い！
イプシロンロケット、うちゅうでもがんばれ
世界が平和でありますように
四谷荒木町ロックバー ROCKRIDE へゴー！
みんなの夢をのせてとびたって下さい！
再び宇宙へ！ メイドイン日本
どうかお願いですから無事上がって下さい！
良い結果を残すことを期待しているよ！
イプシロン がんばれ！！
任務成功を祈ってます！ michiko
新しい人生を再び始める。
がんばれ固体燃料ロケット！
Run in the Galaxy freely.
がんばれ！ 私も頑張る！！
wish for peace
いつか光になって還ります。吉川知恵子
世界平和
われらが夢希望を載せ宇宙へ発進せよ
宇宙か
ら見れば全員地球人。手をつなごう！
一歩前進！
数多の夢と共にいざ行かん！
きっといつか絶対に宇宙に行ってみせる！！
がんばってねイプちゃんはじめての空へ GO ！
日本の技術力を世界に。頑張ろう JAPAN ！
イプシロンロケット 宇宙までがんばってね
宇宙で俺を待っていろ！
宇宙に届け！
熱き想い、無限の夢
科学技術の結晶！絶対 JAXA で働くぞ！
一花開天下春
待ってました！宇宙研の未来のロケット♪
がんばれイプシロン負けるなイプシロン！！
いつか藍花も宇宙に行く♪
多くの夢・願いを乗せて、今、旅立ちの時
輝く未来の発展のために飛びたて
うちゅうロケットのりたいな！
イプシロン頑張れ。俺も頑張る！賢児
みんなの夢を拓けイプシロン！
夢と希望と挑戦と併せて初孫結香の名を刻む
イプシロン高くとべ！遠くまでとべ！！
新たな発見がありますように
Epsilon, Bon Voyage!
はやぶさを越えて
１億３千万の未来と希望をのせて！
日本の未来を載せて宇宙ま
で！！
超存在は自我自身で超強い。自画自賛！！
夢を乗せて飛び出せ宇宙へ！
人類の夢を乗せて宇宙に飛び出せ。
宇宙に羽ばたけ、イプシロン
あなたとこのそらとずっとずっとあいしてる
希望も憧れも勇気も強がりも、ぜーんぶ。
スター アース
宇宙へのより大きな発展を願います
がんばってね !
宇宙＝僕らの未来は∞健成＆格＆永遠＆涼太
小山高専１Ｍ大久保中道 ε１ファイト！！
宇宙の星を近くで見たい。10 歳友菜
応援しています。一彦 さゆり 一史 馴
うちゅうへとどけ、イプシロン！！
イプシロン頑張れ。俺も受験頑張る。尭廣
将来宇宙飛行士を助ける発明をするよ。翔暉
大人に
なったら火曜日は宇宙で仕事します★
日本の心よ、宇宙に飛びたて！
イプシロンロケット打ち上げがんばってね。
日本の未来に栄光あれ！！
新たなる一歩へ
いくぞ！宇宙 メイド・イン・日本
Cheeky Parade goes to the universe
日本の宇宙開発は絶対固体ロケットだ！！！
遙かなる未来を含む
大宙へ！
ロケットは、次の時代へ
日本を元気に！
e=mc2!!
宇宙の神秘をもっと知りたい！
いつでも打てるロケットに期待！
上がるなら、今でしょ！
宇宙に行って綺麗な星見てきてね。明義
打ち上げが成功しますように 大野美帆
宇宙から丸い地球を見たい。
チキパが宇宙の果ての一番星に
世界初の運用方法のロケット飛翔します！
イプシロン、次は君の時代だ。下平真也
平和利用のロケットは日本の誇りだ
科学技術発展のために頑張れ ! イプシロン
はばたけ！メイドインジャパン
I'm going to space as an astronaut!
日本の夢と希望を乗せて、いざ、宇宙へ！
絶対成功１２０％！いっけ
〜宇宙に！！
Epsilon has a good time!
飛べ！新しきロケット皆の希望を宇宙に
もし火星で生命体が確認されたら…！！！
ありがとう、宇宙の愛に感謝 !!
希望を乗せて飛んで行け夢のＧａｌａｘｙへ
Departure rapid to the inﬁnite space
宇宙への 1 っぽ前進イプシロンロケット！！
イプ
シロンロケットがんばってください。
宇宙は夢でも心の中には何時も直ぐ其処に
今日はイプシロンで火星に行くかε
お父さんに会いたい
美しい地球のために、がんばれイプシロン！
那由多ぐらい色々挑戦し経験を積む事。
ゆうきも応援しているよイプシロンロケット
挑戦は止まらない！
宇宙へ行っ
てみたい！夢を乗せて飛んでけ！
日本の希望を宇宙へ運んでください
宇宙に誇れる日本技術を あきを
がんばれ！
成功を祈ります東京拝島大隈俊朗、栄子。
今、みらいに向けて
tomrrowprogress!!
宇宙へ運べ、眼鏡からの想い。稔彦・聖子。
イプシロンよファイターみなみの夢を叶えて
イプシロン、
希望をのせて宇宙に飛び出せ！
宇宙に衛星とロマンを載せて！
飛んでけっっ、イプシロン！！！！
新たな一歩へ飛び出せイプシロン
時を綴り、心を繋げ。
僕の知らない宇宙を、教えてください
日本の固体ロケット技術ここにあり 頑張れ
私たちの代わりに宇宙へ GO! 玲と莞
「大宇宙輝やく地球はみん
なの我が家」水間
イケイケ！イプシロン！日本の誇り
希望・夢をのせて宇宙へ飛び出せイプシロン
白い機体が空を駆け上る姿、楽しみです！☆

