僕が宇宙飛行士になるまで宇宙で待っててね
一緒に一歩を踏み出そう！／風記
花水木。これからの未来の為に。
新しいロケットの先駆けに、宇宙を目指せ！
征け、新しき翼、天を抜け宇宙へ希望を運べ
宇宙をめざせ !! 日本ロケット !!! 大湯元気
がんばってとんでね！
僕らの希望を宇宙へ運べ、イプシロン！！
飛べ！イプシロン！
イプシロン自分を信じて突き進め！
夢の宇宙移住への第１歩！飛びたて！
行ってらっしゃい！きょくたんをよろしく！
母なる宇宙へ出発！
天を駆けて、とどけ宇宙へ日本人の思い
翔べ翔べイプシロン！！！！！！
宙高く夢を運べよイプシロン
宇宙を身近に、期待してるよイ
プシロン
Dream comes true
個体の未来と夢！ゆけイプシロン！
世界中の希望を乗せて！
小さくても役割はでっかいぞ！がんばれ！
未来に向かって飛べ！イプシロン (^o^)v
飛べイプシロン！！ JAXA 最高！！
M-V の後継機として新たな未来へ飛翔を！
内之浦宇宙港再開ヲ祝ス
ご安全に！！
愛する人と地球を眺められる日が来ますよう
頑張れイプシロン。応援しているよ。
目指せ！宇宙のスーパーカブ
空のむこうに未来がある。上を向いて歩こう
僕らの夢を乗せて宇宙を拓け！イプシロン！
私達の希望も連れてって〜
私の代わりに宇宙から地球を眺めて来て！
天に帰る、大宇宙に還る。
旅立つ先は次の夢の足がかり。飛び立て
衛星軌道は地球の庭、美しく平和になる様に
ロケット界の新星！とべ！がんばれ！
ALOHA ！！
日本の誇りだ！イプシロンロケット！
宇宙でいろんな星を見てみたいな。ここな
新時代へ飛び出せ！
皆の想いを力に変えて。飛べイプシロン！
今週のイプシロン
♪楽しみにしています。
宇宙飛行士になりたいです。わたべはると
宇宙の謎を解き明かしていって下さい
宇宙で頑張ってきてください。
みんなの夢が叶うといいな。わたべやえこ
初めて土星を見たよ。綺麗だったよ。セナ
宇宙が近くなる日をきっと作ってくれる ?
夢の彼方まで飛んで行け〜
はばたけイ
プシロン !!!!!! 宇宙へ !!!!!!
皆の夢と希望を載せて宇宙（そら）高く飛べ
小惑星に向けて出発！
みんなは期待してまってます。さあ宇宙へ！
新たな夢に向かってイプシロンは離陸します
天まで届け、絆の輝き！
新しい時代に、いっけー ( ﾟーﾟ) ノ )"
がんばれ！期待の星イプシロン！石原健太郎
おーい はや
ぶさ２ どこだー
過去を継ぎ 再び未来へ
新たなロケットで未来をきりひらけ！
絶対宇宙に行くぞー！！
冥王星まで行けるロケットを作りたい！
夢の宇宙移住への第１歩！飛びたて！
願い。ミッション成功と全ての人に幸福を。
相模原市観光親善大使の楠本細谷用川です！
宇宙に向かって突き進め
日本人の誇りです
青い地球プラネットスフィア
これからもずっと応援するよ！
はばたけ宇宙へイプシロン新居滉大
古賀務、平田環、古賀元子、古賀大樹
イけよ プらねっと めざシ ローンち！
自由に宇宙を行き来の夢に向けて！一歩ずつ
未来へと重ねた研究成果が花開きますように
技術力で世界
一のロケットを！
行け行けイプシロン！ Lifｔ-oﬀ !!
元祖日本のロケット発進！
自身持って行ってこい !!
絆
日本の宇宙開発はすごい！竹村忠洋
家内安全
突き抜けろイプシロン！その先の宇宙まで！
イプシロンは日本・世界の夢。頑張れ！
頑張って宇宙まで飛んでいってね はるき
イプシロ
ン無事打ち上げ成功しますように！
宇宙に輝け！！地球からの夢・希望・未来
沢山の素晴らしい世界を有難う
いつかきっと月に立て がんばれ将吾 パパ
夢は、宇宙飛行士になることです。五関熙洸
実験が成功してより遠くへ飛ぶ礎に !!
いいロケットになるよう願ってます。飛べ！
**ﬂap-ﬂap-ﬂap!
**hiroko.n**
Go Epsilon with my dream !
空にくっきりロケット雲を！
素敵な世界をたくさん見てきてね ? 七海☆
人工知能で羽ばたけ！イプシロン (^̲^)
成功を祈ってます 美貴 & 剛
日本からの宇宙旅、目指せ世界最安値！
いつ飛ぶの？今でしょ！
僕らの期待をのせて頑張れ！イプシロン！
将吾の宇宙への思いを乗せて 夢は叶う 父
自由に宇宙開発ができますように
夢は世界制覇！叶えます。必ず。
固体燃料 完全燃焼！！
いってらっしゃいイプシロン
宇宙はそんなに遠くない。
私たちのロマンを乗せていつまでも
宇宙への新しい未来を切り開いてね♪
M-V 先輩の分まで頑張って
家内安全
飛び出せ宇宙へ ! 大気圏を突き破れ !! 望夢
今度は僕も連れてって！
Go!Go!Epsilon!!Kazuaki,Kaori,Kaitarou
始まる、宇宙世紀
観に行くよ！空に飛び立つその姿を。
夢を叶えて宇宙に行く、そう決めたから！
僕もロケットみたいに突き抜けます！！
宇宙に向かって Let'sGO
MAKE
OUR STORY! 僕たちの力は無限大 ?
家内安全
みんなで一緒に宇宙へ行きたい
♪ が ん ば れ ♪
初号機の成功を祈ります。たくさん上がれ！
イプシロン！どこまでも高く飛べ！
月面別荘、窓からのリアル地球絵画鑑賞へ
初飛行の健闘を祈る！がんばれイプシロン！
絶対成功してね
和子さ
ん、喜寿おめでとう！
がんばれイプシロンロケット。
日本人の夢をのせて、広がる宇宙への未来！
日本の想い、飛んで行け！！
君の雄姿見守っているぞ！
日本が平和で私の結婚＆子供が出来ます様に
宇宙から貰うパワーをイプシンに載せて！
お父さん見守っててね。結婚するぞ !
天馬・圭ちゃんの夢が
実現できますように。
地球行きフライトを待つ宇宙の友へ 旅立ち
日本のロケット開発の未来に無限の希望あれ
地球から、足を踏み出す一歩に。
いってらっしゃーい！
We are one EXO.
必ず帰ってきて下さい 中村
イプシロン頑張れ！次は絶対に俺が行く！！
世界の、日本の、人類の夢を、宇宙へ！
ISAS にもっと予算が増えます様に
日本人みんなに宇宙を、イプシロン！
どこまでも 夢に向かって 翔んでゆけ
新たなる時代を感じずにはいられません！
打上げのときは内之浦で応援するよ
日本の希望イプシロンみんなの夢イプシロン
立ち止まり空を見るよ。朝も夜も。
れの＆りりの未来に空気の
澄んだ青空を
日本の誇りです！支えていきます！
宇宙をめざせ !! 日本ロケット !!!
頑張れ 夢は宇宙飛行士です。ＦＩＧＨＴ！
宇宙の調査を任せた！ 伊藤 駿
空へ宇宙へ見果てぬ夢と希望をのせて - 飛翔
日本の未来をのせて宇宙へ！
イプシロンロケットがんばれ！！
未来へ！
《感謝と反省》の心が
未来を拓く！
がんばろう日本
子どもの食費も学費も生活費も全部無料に！
頑張れイプシロン ! みんな応援してるよ ! 亮晴
夢はお医者さん 谷外小学校２年松尾美里
技術も姿も世界一美しいイプシロン！ GO ！
イプシロン がんばれ！がんばれ！宇宙まで
I never bring weapons!
みんなの希望を乗
せて、行け！
うちゅうまでげんきにはばたけ
うちゅうに行かしてニャおうえんしてるニャ
はじめの一歩！打ち上げ成功祈願！
まだみぬあなたに、であうため。
遥かなる宇宙へのあこがれ夢に向かって
たかのり・イプシロン・ＧＯ
日本の希望を乗せて飛べ 皆が見守ってるよ
イプシロン 宇宙へ飛び出
せ 夢のせて！
がんばってね ちあき、たまおより
がんばれイプシロン ! 宇宙の謎を解き明かせ !
ゲームと魚、宇宙が好き。小林かなと
天上の STAR となれよイプシロン
皆の目になって！いってらっしゃい！！
自身に示現発現出現する。
我らの期待を乗せてミラクルアーチを決めろ
自身燃焼！！
ちきゅうをみつめる「ちから」
青い地球を見るのです
未来へ翔べ！！
「今週のイプシロン」を期待しています。
家族の夢乗せて飛べ！恭一優子和夏和深恭多
飛べ！イプシロン！謎多き宇宙へ！
世界が平和でありますように瀬下ファミリー
がんばイプシロン兄は、M-V だよ
自身に世界に理想を実現させる
んだ。
たくさんの希望を乗せて がんばれ東北
日本と世界の新しい一歩となりますように！
リフト オフッ !!!!!
We want a TSMD to spread!
いつ飛ぶか？今でしょ！行け！イプシロン！
宇宙強大！どこまでも果てしない夢と希望
もう一息あなたにかけてるたのみます
がんばれ！遠くまで！
行け！進め！いざ未来へ私達の思いと共に
はばたけ、日本の技術力！
無事、打ち上げの成功を祈ります。
宇宙望遠鏡の役目を期待しています！！
行ってらっしゃい！私もがんばるよ！
イプシロン期待しています。ガンバレ！！
夢で大空の限界まで
待ち望んでいたロケット、打上げ成功を。
ガンバ！イプ
シロンロケット！！わ〜い！！
新しい宇宙への階段を日本人の手で築こう！
飛べ、イプシロン！皆の期待をのせて！
つむぎだよ。イプシロン、がんばれ。
日本のため、世界のためにイプシロンガンバ
打ち上げ成功楽しみにしています！
イプシロン、発進！！
私も相乗りします。阪本裕子
無事、目標が達成
します様に。A.C
頑張れロボケット *\(^o^)/* 佐久間 昭彦
The space is close to us.
家族と一緒に宇宙を飛ぶ・純一・翼・章江
いざ、まいらん！栄光の宇宙科学力！
いつか行きたいな宇宙旅行コロンと一緒に
イプシロン みんなの希望が はじまるよ！
宇宙のひみつをさぐれ！イプシロン！！
め
ざせ宇宙！はばたけ未来へ！！
宇宙へはばたけ！イプシロン
花火と共にそらに輝けイプシロン
2 月 14 日＋9 月 8 日 =11 月 22 日いい夫婦
飛べ！立川高校天文気象部一同応援します
☆Makoto.O は、絶対！宇宙に行きます☆
未来への願いをこめて。
世界の人々が宇宙を好きになりますように☆
宇
宙を楽しんできてね。応援してるよ。
お先にどうぞ、追いかけます
イプシロン 安全運転 よろしくね！
夢と希望を MADE IN JAPAN
宇宙はどんなところ？もっと知りたい。
限りないあこがれ、宇宙へ！
まず名前から宇宙へ飛びだせ〜たえワン
イプシロンがんばってね。応援しているよ！
日本の宇
宙開発は永久に不滅です。和田
地球は私たちの宝物
みんなの夢を載せて宇宙へ！
りょうくん元気に育ってね。
今日も元気にピューンと行こうぜ！！
宇宙で元気に活躍してきてくださいね
未来の人々のためにレッツラゴー
日本人は宇宙へ旅立つ。その先駆けをここに
未来を乗せてはばたけイプシロ
ン！
ペンシルからイプシロンへ続く道
世界にきらめけイプシロン！！
You Ucyuu Me Epsilon（ゆめ）
日の本一の兵であれ！ 小杉一斗
頑張れイプシロン まえけん
人類が火星に立つという夢を叶えてください
がんばれ！！！！！
新型ロケット発射と技術開発の成功を祈る。
いぷしろ〜んち
(ｮ)
みこチャン漬けの夢とともに GO ！
さあ、始めようか。再び内之浦から宇宙へ！
内面の宇宙がある。
宇宙を間近に感じさせるイプシロンロケット
日本丸
team Little Astronomical Observatory
宇宙へ！未来へ！夢を乗せて飛べ！吉見西小
宇宙への切符が凡人の私の手にも渡る日を！
〜 Y's
Family 〜夜の闇が好きなのさ。
｢地球は青かった｣か自分でも確かめたい !!
がんばれ！イプシロン！！
僕も相乗りします。阪本天志
地球から、みんなで応援しているョ！ひなた
役目を果たして帰還せよ。
宙へ !!
さぁ宇宙へー
いざゆかん、この大宇宙へ
日本の未来を乗せて打ち上がれ！！
がんばっ
て飛べ一
絶対成功するよ！頑張れ！
打ち上げ成功を祈ってます 大輔
飛べ！夢を乗せて、宇宙へジャンプ！
宇宙への敷居を下げるためにがんばれー！
月面でゆっくりお風呂に入りたい小林みかこ
君が飛んだら、私の夢も叶う気がする。
ぼくは、うちゅうひこうしになる！陽一郎
FLY EPSILON!! 日本魂
で翔べ !!
レッツゴー宇宙！日本の未来のために！良子
頑張れイプシロン瀬理奈も宇宙へ行く一緒ね
It's Time for Space!
げんきにうちゅうにとんでいけ！
君の想いが、僕の力だ。
頑張れ日本のロケット
すっきり、ぱりっと、いなせな、遠眼鏡
うちゅうひこうしになって、つきにいきたい
ガンバレ ヽ
（・ε・）ノ
純度 100% の宇宙への想いをのせて！
宇宙に行きたい！頑張れイプシロン！
僕も相乗りします。阪本洋志
地球の未来がここにある！
糸川博士の思いを一緒に乗せて、頑張れ。
イプシロンに期待！！沼田努
直人、香、紀代美、薫、皆で応援してるよ！
日本の技術よ、宇宙・未来に打ち上がれ！
子供の夢を裏切るな！！
無限の黒に向かって飛べ白き希望
飛び出せ！イプシロン！
翔べイプシロン！私たちの未来を拓け！
宇宙をもっと、ご近所に！
強い勇気と信念で宇宙への夢を叶えて下さい
いつか宇宙の真理を解明したい 哲温
日本の希望イプシロンみんなの夢イプシロン
宇宙へ ! 頑張れイ
プシロン !
飛翔！新たなる夢と希望を抱き未来へ繋ぐ！
日本の新しい挑戦へ
テクノロジー犯罪を知っていますか？
切り拓け！地球と宇宙の未来への架け橋☆
貴子と寛茂の想いを乗せて飛べイプシロン！
先に行けイプシロン！後から必ず俺も行く！
GOOD JOB!!
飛べ飛べイプシロン！大蔵・聡子・凛・
莞爾
将来、探査を全惑星で行う！
めざせ！火星を第 2 の地球へ
行け！夢をつかめ
俺も宇宙に行くからそれまで待ってろよ！
応援してます。頑張ってください。
未来へ行ってらっしゃーい！
行って来い！イプシロンロケット！！
宇宙に飛び立って、応援しています
無事に宇宙へ上がりますように !
広がれ！私たちのハピタブルゾーン！！
がんばって飛んでいけ〜！！
イプシロンロケットいってらっしゃい実乃梨
宇宙に行ってみたい！
がんばれ！イプシロン！
Hello.How do you see the world?
M-V の伝統を受け継ぎし頭脳よ、未来へ！
宇宙でワープできたらいいなぁ
打ち上げ成功を願
う。頑張れイプシロン！！
わたしのぶんまで宇宙でがんばってね
夢は宇宙飛行士 谷外小学校５年松尾航汰
イプシロンロケット定期的打上を期待します
連れてって 私の心も 宇宙まで
打ち上げぜたい成功！！
新たな世界へ！羽ばたけ日本の固体ロケット
いつかきっと宇宙に…♪( ´▽｀)
イプシ
ロン任務成功祈願
ISAS の想いを抱いて飛翔せよ宇宙まで
宇宙へ GO!
宇宙飛行を楽しんできてね☆ 井関ななみ
大気圏にまけるな〜！！！！！
がんばれ！イプシロンロケット！ゆうせい
∩(*・∀・*)∩ﾌｧｲﾄ♪イプシロン！
期待してます！ガンバレ！
僕は大人になったら宇宙に行きたいです。
宇宙
飛行士になりたいな。わたべまさと
がんばれイプシロン！
めざせ！マンガを描く天文学者 小林 真実
先人達の想いを繋げろ！イプシロン！！
いってらっしゃーい !!
モバイル管制に期待！飛べイプシロン！
自身設立！！
イプシロン、未来へ向かって GO ！！
家族で応援してます。パパ、お疲れ様です。
元気に行ってこい！
次に宇宙に行くのは俺だ ?
惑星を見る為に打ち上げが成功するように
宇宙へ力強く進むロケットが希望を与える！
イプシロン宇宙のかなたへ レッツらゴー。
宇宙からの地球ウォッチャーへ向かって撃て
世界平和
日本の技術、世界に魅せてください！
地球の未来と子供達の
夢の為に頑張って！
イプシロン、君は日本の誇り
高く翔べ＠naichin
ペンシルロケットからの伝統が今開花する！
無事に宇宙へ行けますように！
あらゆる全ての概念を包括し更に超越する。
地球から来たロケットです。遊びに来てね !
天沼儀朗 亜紀子 大輝 紗慧
あの宇宙へ飛び立て !!
いつか宇宙
人と話せる日がきますように !!
夢を背負って飛び立てイプシロン
飛べ 100 年の夢 遥樹 千登世 克樹 遼太郎
TSMD = Tether Space Mobility Device!
イプシロンよ、宇宙の子となっておいで
みんなの想いが宇宙に届きますように。
宇宙を駆け未来を拓く君に、夢を乗せて
新しい宇宙の時代に向けて翔け
上がれ！
宇宙へ新たな旋風を ! みきひろ
日本の子供たちの夢を乗せて、成功を祈る！
日本が世界を牽引する !
無事に打上げが成功しますように！！
手がとどくよ、宇宙！ ゆめ、あふれる！！
ただ今、イプシロンの宇宙旅行に同行中！
願・新型固体ロケット飛翔安泰
goεrocket carrying our
thoughts, T/M.
人々が星の海へ伸ばした手として宇宙へ翔べ
Goodluck for the ﬂight!!
たのんだぞ！未来の宇宙を切り開け！！
トベー！
私も相乗りします。内村邦子
争いのない宇宙と銀河鉄道の実現に期待 Yoko
☆☆宇宙人を、探してきてね☆生物も OK☆☆
期待してます 頑張ってください
Push the envelope!
見せろ君 日本の誇り 技術力
がんばろう、みんなで宇宙へ！
未来と過去の探検に飛んでけ！
行って来いイプシロン！！うぉぉぉぉ！！
宇宙に行くまでおうえんするのにゃ
ルパン三世はただの大人の漫画
魚が大好き！宇宙にもいるかな。小林 かこ
ＧＯ ＧＯ イプシロンロ
ケット！
日本が誇るロケット技術をビジネスの舞台へ
頑張って宇宙に飛んで行け！わたべまさと
宇宙への贈り物頼んだよ！
成功を確信しています。頑張れ日本！高瀬
子供達からメッセージありますか？
Pencil,Baby,K,L,M, そして E! 轟け固体魂 !
宇宙がもっと近くなりますように！
GOGO イプシ
ロン芳昭香織由宇月菜にこ☆
生命の力 地球の力 宇宙の力 やったね
私も宇宙に行き、月でお米を作りたいです。
飛べ！その伝統と夢を乗せて！（jackal）
家内安全
踏み出そう、次の一歩へ
僕もロケットを飛ばすぞ！町田瑞樹
夢を乗せてはばたけ！！ 楠本細谷用川
日本から宇宙へ！日本の技
術を見せつけろ！
地球の渚でふんふふん。
内之浦ロケットきばれ！応援してます 博志
自身確立！交換！生産！自身開発！！
絶対宇宙に行くぞ！待ってろよイプシロン！
飛べイプシロン
星空に夢と希望を載せて by 満天星
コンパクトロケット先駆者、必ず成功！
新たなる世代が未来に向かって
内之浦から新たな息吹を宇宙に送り込め！
夏空に、飛べ！
大和魂
日本の平和に誇りを。より高く飛べ！
無事に飛んでいけ !!( できたら予定どおりに )
悠々と飛べ、琉々と奏で、蕗の果まで
いつか行く！待ってろよ、宇宙！
偉歩志論（イプシロン）
!
超小型衛星の打ち上げ回数増加に期待！！
大きくなっ
たら宇宙へ行くぞー！璃久
頑張れイプシロンロケット！裕
宇宙に飛べ！頑張れイプシロン！陽 & 真弓 & 梓
挑戦なくして進歩なし
21 世紀の宇宙を開拓するロケットになれ！
Go Epsilon with my dream !
JAXA の宇宙開発は心躍る☆彡
イプシンロケット発射の瞬間見ます
イプシロン、お鼻ムズムズ、
イーップシロン
これからもメッセージを受け付けて
未来のためとことん頑張れ日本！
夢の実現！
GO!GO!EPSILON! 皆の夢と希望を乗せて！義康
イプシロンロケット期待しています！
イプシロン頑張れ！僕は地球人。
輝く星☆託す未来。見守る衛星！
がんばれ〜〜〜〜
宇宙を身近に！ 飛べイ
プシロン！
飛べイプシロン・ひでのり・GO
日本人の夢を宇宙にまた、宇宙の力を我々に
日本の宇宙産業新時代の幕を開けて下さい！
未知の世界の扉を開いて !!☆
MV の技術の継承と成功祈ります
いつか私も宇宙に行けますように
イプシロンで宇宙への夢が近づきますように
固体燃料ロケット技術
の火を燃やし続けて！
飛んでけ、イプシロン！健吾の夢をのせて。
新しい宇宙時代の幕開けだ！
地球の平和と宇宙の架け橋にがんばれ！
マサとサネ ! やるじゃなーい !
平和利用の個体ロケット期待します！
行けー！
夢と希望と笑顔をのせて、出発！！
子供たちに落書きさせろ
飛べ！僕らの夢を乗
せて！
Japan's innovation
No Universe, No Piroyuki.
目指せ 極限ｱｲﾄﾞﾙﾛｹｯﾄ
ちょっと空までいってらっしゃい！
宇宙をもっと身近に！期待しています！葉子
固体ロケット万歳！
おうえんしてます！
（６さい ゆうご）
地球と宇宙を繋ぐ 未来への道標となれ☆
まっすぐまっすぐ、宇宙の
一点を目指せ！
JAXA の医学管理担当看護師になる
まだ見ぬ新たな地平を切り開け！
イプシロン みんなの夢を よろしくね
月に行きたいです！ by 健輔
まぶしいな。白んロケット☆希望を運べ！
夢ある宇宙へいつ行くか今でしよ拓大将輝
身近な宇宙へ 私たちの思いをのせて♪
Launch Our
Dream!
ぜひ宇宙に芸術作品を ! by ARTSAT
いざ行かん無限の彼方へ希望とともに
宇宙の彼方までイプシロン！
見上げたいときに、ありがとう。
ずっと、未来へ。 イプシロン 飛び立て宇宙へ 内之浦から
みんなの希望を乗せて、いざ宇宙へ！！
ゆめは、むげんだい！かなた
イプシロンロケット、
宇宙に飛んでけー！！
皆の夢・希望を載せていざ出発！いけー！！
星まで届け！
国民の宇宙理解が深まって欲しいな
ロケットよ、早く宇宙へ！！！
《感謝と反省》の心が未来を拓く！
宇宙へ届け〜！
宇宙人の友達 100 人できるかなぁ
大人が本気で遊ぶと凄い！！
飛び立て！日本の夢と希望、未
来を乗せて！
みんなの熱い思いを打ち上げろ！
皆の夢を乗せて 飛び出せイプシロン！！
宇宙を楽しんでね
イプシロンの影響でロケットオヤジになった
土星まで飛んでいって ?
大宇宙に投げ出された一存在
飛んでけイプシロン！ by ただピー
僕は、将来、宇宙飛行士に、なります。
がんばれ ˜ ちょ
˜ がんばれ ˜ε
僕ら全ての想いを乗せ、光輝く箒星となれ！
新時代のロケット、蒼空へ、宇宙へ !ｂｙK.N
チャレンジがもたらす革新身近な宇宙！
宇宙輸送に改革を！
石井爽太 4 歳。夢は宇宙飛行士になること！
宇宙へいって地球に貢献してね。
大空を越え、遥かな高みへ確かな道を
日本が世界に誇れる
新技術で宇宙に行くぜ !!
内之浦宇宙観測所が奇麗になります様に
完全自身を完成させ終える。
レッツゴー宇宙！日本の未来のために！良子
なゆた＝大きな、成功に家族の夢を託して！
成果と成功への道！！
イプシロン 日本の誇り 技術力
宇宙の事、色々分かるといいな。
とべ！どこまでも！たい＆
ゆう
明るく、楽しく、元気よく
固定燃料ロケットの復活おめでとう！
天に向かって突き進め！イプシロンロケット
JAXA の研究員になるぞ！ 咲優
翔べ、未来へ！
一歩ふみだす勇気を。Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ！
世界に示せ、日本の宇宙力
地球の未来へ LIFT OF!!
Go th the next stage
俺も絶
対宇宙に行く ?
Pierce with new style fuel!
未来へ向かって大きく飛翔だ！！
イプシロン 宇宙へ行くシロン
未来へ架ける希望
久しぶりの新型ロケット期待しています
★宇宙の渚に夢を届けに行ってきます★
地球から静寂な生成流転の坩堝への旅立ち。 みんながワクワクする発見を待ってるよ！
イェー！なロケットで宇宙へ行きたぁ〜い！
望む！科学の発展。with nopets
未来へはばたけ！がんばれイプシロン！
志を信じて宇宙へ 鈴木章弘純子塔子志信
ホップ・STEP・ジャンプで宇宙に飛び出せ！
夢を乗せてはばたけ！！
人類生き残ってますか？ 2013 年まだ不安なく
ぼくもいつかうちゅ
うにいきたいな！亮晴
新時代の幕開けを心踊らせながら見てます！
M-V と H-ⅡA の成果をいまここに！
日本の今を希望を、宇宙へ未来へ運んで！
待ってろ宇宙！深川達也・知子・晴天・桜華
いってらっしゃい！地球から見てるね！
宇宙へ、そして未来へ！
希望を乗せて未来へ届け！
be drops of
stars, a rainbow over space
ガンバレ！イプシロン !!
日本の技術が世界を牽引する
夢と絆で宇宙の扉を打ち破れ！
宇宙に羽ばたく日本の未来
イプシロン、宇宙の謎を解き明かせ ?
いけっイプシロンロケットたけむらあきひろ
糸川ロケットの系譜がずっと続いて下さい
みんなの夢をのせて、羽ばた
いてください！
頑張ってイプシロン！ ymst̲emi
イプシロン、ファイト！！
安全第一！目指せ ? 打ち上げ数世界一 !!!!!!
地球のために惑星をしらべてきてね。
イカロスに続け！
船橋洸陽の夢を乗せて飛んで行け！
JAXA で働きたい！夢が叶いますように…
いつも幸せをありがとう！ Wook へ。
未
知なる宇宙へ一矢、暗黒物質を解き明かせ
僕らの夢を乗せて力の限り飛んで行け！
宇宙望遠鏡を無事に運んで！
天高く、夢と希望を乗せて。
科学研究主眼の新システム、成功発展祈願
太陽系や宇宙誕生の謎が解明できます様に！
新しい固体ロケットの世界を切り開け！
シンプルに、力強く、美しく、飛べ！
某女子高生を打ち上げた時のように、飛べ !!
最初の見せ場だ！飛べイプシロン！井関颯人
かつやくいのっています。すみだまゆ６さい
頑張れイプシロン！飛べイプシロン！！
轟音のメロディと叡智の光で星の海を行け！
宇宙でさぬきうどんをたべてみたい
M の遺伝子を未来に繋いで飛べイプシロン！
鹿児島県知事になるぞー！
ＪＡＸＡの管制官を目指して かずき
いつか気軽に宇宙に行ける日を夢見て
いつか君に乗って宇宙に行きたい。
地球からみんなで応援しているョ！ ひなた
飛べ！イプシロン。こうやも頑張るぞ ?
がんばれ
夢と希望を載せて、次の空を目指せ！
宇宙がみんなの希望になり
ますように！
がんばれ！イプシロンロケット！！竹村幸子
成功を祈ってます！
地球人の夢を背負ってイプシロン
がんばれ！イプシロン
さあ行こう！イプシロンロケット
大空を切り拓け、次世代ロケットの一番槍！
「はやぶさ 2」が無事に成功します様に
ほかの星がどうなっているか聞かせてね
イプシロンロケットいってらっしゃい実乃梨
高画質カメラもいつかは載せて下さい！
夢を加世田サイエンスクラブとともに
いよいよですね、ご安全に
Now the space is closer to us.
繋げ、未来へ！築け、宇宙へ！
イプシロンよ、日本の誇りを乗せて発射！
科学研究の飛躍的進展を祈願します
飛
べ！新世紀ロケットイプシロン！
内之浦から未来へ羽ばたけ！
隼は盛り上がったけど子供の投稿ありますか
イプシロン！ガンバロン！
軽やかに宇宙へ飛べ
ぼくも宇宙飛行士になりたいです 尾藤健吾
その内乗せね！
It is one step to the future.
M 台地から大隅の空へ、力強く、どこまでも
打
倒スペース X ！頑張れ日本！
打ち上げが、成功しますように
ぼくらの夢をのせて宇宙へ飛び出せ
夢をのせて翔べ！わたべよしゆき
To the beautiful earth
宇宙に向けて飛び立て日本の技術
無事に宇宙に着きますように。わたべひかり
Never give up and do the best.
僕も宇宙に行って地球を見
てみたいな！昇玄
未来へ向けて GO!GO!GO!
日本の想い、飛んで行け！！
スプリント A がんばれー！！
ロケット開発！待ってろ！ 20 年後！快飛
Smile as always as ever.Senichi & Haruna
はるか宇宙へ
飛べイプシロン！宙に栄光の軌跡を描け！！
宇宙へ無事に飛び立ってね☆
天高く、つつ
がなく飛び立ちますように！
イプシロンで切り開く日本の宇宙開発に期待
新たな時代を切り拓け 夢のせて大宇宙へ
ぼくもあとからいきます！ひろし
新しい未来に希望を
ゆけ！羽ばたけ！より遠く！希望をのせて！
夢を繋げ！イプシロン！！ from 竹下裕司
イプシロン、日本の仲間がついてるぞ！！
日本再生切なる願い 夢と英知技術でＧＯ！
携帯端末から宇宙を感じる日常に感謝します
宇宙、大好き！これからの活躍が楽しみです
ﬁght!!! わたしもおいかけるよっ !! 石川凜
星の事沢山教えてね宇宙大好き聖＆和＆さち
みんなの希望をのせ、翔べ！イプシロン！
すいすい、てくてく、ぱたぱた！
I'll
See You In My Dreams
固体の威力を見せてくれ！
前へ。美紀より。
飛べ！ゆーさん & ひーさん
無事に軌道に乗りますように・みのり
平和な未来につながりますように RT
がんばろう
日本からも有人ロケットを飛ばしたい！
頑張れイプシロン 日本の希望 空高く飛べ
祝 ! 固体ロケット復活 !
発射見学に行きます！
がんばろう日本
他星の振り見てわが身を探る
日本の宇宙関連が活性化します様に
博士号が打上げまでに，取れてますように！
みんなの希望を乗せ宇宙へ羽ばたけ！
もっと宇宙を知りたい、よろしくイプシロン
みんなの夢を乗せて行ってらっしゃい！
日本の希望を乗せて 3
2 1 0 発射 Y.INATA
皆の絆が 宇宙に 届く
なんくるないさぁ〜ガンバレ KATOH
なおとは、イプちゃんを応援しています。
日本の技術が新たなステージを切り拓く！
目指せ No,1
日本独自技術で飛べイプシロン！
世界の衛星市場に切り込んで欲しいです
見上げる夜空にいつも輝く星がある事を
願う
いってらっしゃい！
イプシロンはみんなの希望だ！！
大好きな母と宇宙旅行に行きたいな by 康晟
It is close about the universe.
打ち上げがんばって下さい 優樹
江戸切子を日本、世界、宇宙に広めたい
宇宙に行くまで応援するにゃ
未来に向かって飛べ！イプシロン (^o^)v
イプシロン、
これからの観測任せたぞ！
未来へ続く夢をのせて、いってらっしゃい。
Ｍ−Ｖを超えて、高く強く発展してください
商用打上実現！ SSO500ｋｇ達成祈願！
No Epsilon, No Future.
内之浦から、いつか宇宙の果てまで
飛べイプシロン！ 宇宙ヘ未来へ
次世代ロケットの出発！浅野生。
僕の代わりに宇
宙に行ってきてください
日の丸宇宙船へ一歩前進！頑張れイプシロン
ぼく１０歳。飛びたて頑張れ見に行くぞ！
死ぬまでに絶対、絶対に宇宙に行く！綾奈
イプシロン、君を待っていた。
行け ! イプシロン ! 個体の夢と希望を乗せて！
宇宙旅行に行きたいなぁ
がんばれ！イプシロン！
そこに宇宙がある
日本の技術者達の夢。宇宙高く上がれ。
世界一の固体ロケットを目指して飛べ！
The epsilon goes towards Auriga.
小さくも大きな一歩 果てなく続け夢の旅路
The begining of space era
SPRINT-A の手を引いて頑張れ EPSILON ！滉明
Epsilon, welcome back to Uchinoura!
白き竜、雲を突
き抜け宙駆けろ！
僕らのために宇宙を拓けイプシロン！
日本平和
ペンシル以来の日本のお家芸、応援してます
がんばれイプシロン！太陽系の真理を教えて
イプシロン dream
キミのおかげで宇宙がぐんと近くなる！！
太陽系の謎を何か一つでも解明してね！
無限の可能性を秘めた宇宙へ！行
け！ by みほ
イプシロン きみは日本の底力！！！
みんなの夢を乗せて輝く未来へ翔び出そう
固体の韋駄天
宇宙まで届け！
東京から応援してるよ！イプシロン
天までとどけ
宇宙に一つの自分星！みんなの為に輝きます
宇宙開発の未来をのせ飛び立て！イプシロン
日本の開発と技術と努力が開
花しますように
地球人も宇宙人もみんな笑顔でなかよし
新たな歴史の地平を切り開け！
空中点火と固体は浪漫だぜ！
一つの端境期、また正念場だ。成功を願う。
ドーーーン！
人類が太陽系惑星へ進出するために頼むぞ！
宇宙へ未来へ夢へ希望をもって飛ぼう！
無事にイプシロンが打ち上がりますよ
うに。
宇宙大好き！宇宙最高！宇宙に行きたい！
いつか私も宇宙に行きます。イプがんば。ひ
その白亜の姿は蒼空に映える事でしょう
新たな世代への第一歩
イプシロンロケットいざ宇宙へ！！！
羽ばたけ宇宙へ
うちゅうのひといつもありがとう☆くらら
日本の宇宙航空研究開発が発展しますように
私も、壮大な宇宙のような人になりたい！
うさぎのオス君と月に行きたい！小林誠
日本の技術を世界へ！宇宙へ！がんばれー！
新たなデータの収集で数多くの発見を期待。
次世代ロケットの出発！ 浅野生。
内之浦にロケットが帰ってきた！
復興福島県 頑張ろう東北 頑張ろう東日本
宇宙に夢見
る子供たちの希望となって下さい
皆の汗と涙と想いと願いを乗せて飛び立て！
世界一の日本の固体ロケット技術よ永遠なれ
いざゆけ、イプシロンロケット！！
未来を拓く鏑矢となれ！
宇宙飛行士になりたいです！
日本人は宇宙へ旅立つ。第一歩をここに記す

