希望を託して！半倉
宇宙までまっすぐ飛べよイプシロン牟田直哉
日本から有人宇宙船が打ち上がりますように
To the new generation rocket universe.
小型衛星を無事軌道へ投入できますように
固体燃料ロケットを継承してこその宇宙研 !!
みんなの想いを乗せて、飛び立て。 by 佑貴
空から見下ろす
大地に、永久の憧れを映して
日本中が笑顔になりますように☆
待ち望んだ新固体ロケット、goodluck Ε！
H2B ロケットの後をつぎ宇宙へ GO ！裕生
遠いギンガの事がもっと分かりますように
行け！ 価値ある成果に託す！
イプシロンに夢をのせて。成田市、辻 秀子
生命の故郷、宇宙を目指そう
飛
び立て！日本の技術と希望をのせて
宙に願いを。
がんばれイプシロン！！ (̀･ω･´)
いつの時代も宇宙は僕らのロマン！祈・成功
踏み出せ新たな一歩
人々の幸福を願い、自分の努力を誓います
身近な宇宙への第一歩！！
Be like a will to the future! No.K
サアラさ〜〜〜〜んっ！！
DESTINY を
打ち上げてください。
飛べ！新たな技術、新たな宇宙へ！！
行ってらっしゃいまでに、99% の努力がある
ほんとうのさいわいにとどきますように
希望の星です！みんなで応援しています！！
空に向かって飛んでいけー
T.Noguchi
ロケット、未来に向かって飛べー、成富華子
日本ロケットで宇宙に行き
たい裕太＆雅也
新たな宇宙への架け橋となれ！
夢を乗せて頑張れイプシンロケット！！
糸川博士の思いを載せて Bon Voyage ！
宇宙飛行士になる
21 世紀の宇宙への翼の先駆けになれ！
元気に地球を飛び立ってね！祈☆安全飛行
私の思いも母のもとへ運んで。大好きだよ。
君が空に旅立つ時、新た
な礎にならんことを
wktk ktkr
Tsukuba Space Cluster !!!!!
頑張れ！ イプシロンロケット ?
くましゃんは神様だくま！飛べイプシロン！
固体ロケットの伝統継承、期待しています。
きをつけて頑張って行ってね気をつけてね〜
衛星（ほし）を飛ばせ 星の謎を解くために
僕たちの 夢を運んで イプ
シロン！
M-V の再来や〜ッ！
名古屋の隅っこから応戦してます
平和利用と独自技術の伝統で星界の扉を開け
しんりーひとみーあいかー宇宙につながる
飛べ！イプシロン、頑張れー！伊織より
遙か彼方の宇宙へ行きたい
ギリシャ文字を網羅するプロジェクトに！
『週刊イプシロン』プレ創刊号、発進！
I believe you! 西島樹８才
未来に向けて飛翔を
Let's Imagine The Future !
行け！イプシロンΕ
宇宙に届け。日本の技術。
日本の夢を背負って飛んで行け〜 風岡春来
猛びて緻密に知的に鋭利に星へ届き郷へ還れ
夢を宇宙へ
宇宙へ !! イプシロンヾ (*･∀･*)ﾉﾞ
翔べ！ ミューの後継者！！
宇宙への恋は、人への愛に似ている。
ファイトいっぱーーつイプシロン !!!!
新たな素晴らしい輝きに出会えますように！
打ち上げの成功を祈っています！
夢を乗せて頑張れイプシロンロケット！！
It is a dream to the universe.
イプシロン、息子も宇宙を目指します
新たな夢へ y.yoshimoto
目
指せ国産ロケット有人飛行！！
必ず打ち上げを見に行きます
New generation rocket Epsilon
さあ出かけよう。再びこの地から星の舞台へ
宇宙で電車を運転したい。晋太郎
翔べ！！どこまでも
ほんっっっとうによくやった！！！
僕たちに新たな宇宙を見せて下さい
イプシロンロケットを見上げて
私達は頑張る
夢と未来を乗せて飛べ！飛べ！イプシロン！
夢と浪漫を乗せ！飛び立てイプシロマン ?
平和な宇宙利用が続きますように！
小型だけど力持ち、空高く飛んでゆけ！
がんばれイプシロン！にしじまりく５さい
宇宙に先立て日本の技術！
生命の故郷、宇宙へ帰ろう
イプシロンうまく行きま
すように
内田悠斗です！将来の宇宙開発を担います！
日本から宇宙へ、そしてその先の未来へ！
はばたけイプシロン！未来に向かい夢のせて
宇宙へのロマンを乗せて ! 飛べ ! イプシロン！
大空一閃 翔べイプシロンロケット
宇宙人と仲良くなったら僕に紹介してね！諒
皆の希望を載せて宇宙へ飛び出そ
う。
全力疾走で宇宙へ飛んでけ！イプシロン☆ミ
日本中が感動するような打ち上げに！
未来に発進！日本の夢載せて！
翔べ、未来へ
飛び立て ! イプシロン ! 祈・打ち上げ成功！
とべー！いけー！さわかよの夢のせて！
次はどこから飛ぶのかな。
イプシロン！ファイト！！ つかさ
やったるぜー！
宇宙人に会いたいな
未来を広げる無限大の可能性をのせて
不可能を可能にする犬けんです
天までとどけ！
科学者になってノーベル賞を取れますように
イプシロンロケットが成功しますように
Do not lose gravity!
宇宙史を新たに築けイプシロン 牟田亮一
宇宙をもっと身近に DreamPower
はばたけ！
輝く新たな未来にみんなの想い届け宇宙へ
オールウェイズ、スマイル、成富笑子
みんなで宇宙へ行こう！
大トロ食いてぇ〜！
夢を載せて。リフトオフ！！ガンバレー！！
ばんばん打ち上げられますように！！
飛べ！新たな希望！夢のイプシロンロケット
固体系復活発展の軌跡を描いて、翔
べ！
次は火星だな
イプシロン新たな日本の誇りと共に宇宙へ
このロケットがこの先大活躍しますように！
宇宙の海へ！龍の如く栄光を目指せ！
イプシロン みんなの夢を 乗せて翔べ！
7 年ぶりの固体ロケット夢と希望リフトオフ
宇宙を拓け、イプシロンロケット！
夢を載せて翔べ！応援してま
す DAISY より
宇宙科学の持続的探求を目指して！
イプシロン､永久に平和な宇宙を祈ります
宇宙をめざせ！ 航＆晴
Do your best! Enjoy your time in space!
日本の技、末永く 宇宙へ。 いざ！宇宙という名の大海原へ！
たくさんの新しい夢を宇宙へ運んでください
早く人類が宇宙旅行できます
ように！
日本の最新技術と私達の夢を宇宙へ届けて！
宇宙はどうですか？
ちょっと宇宙行ってくる
いってらっしゃい！ イプシロン
国産固体燃料ロケット頑張れ (^o^)/
New generation rocket.
想いを、技術を、物語を紡ぎ続けよう。
いつか宇宙に行きたい！さきとうま ふうと
国産ロケット
産業の希望の星となれ！
旅立ち 地球行きフライトを待つ宇宙の友へ
月探査に行けますように。平木亜紀子
いけいけー、どこまでもー
昇れ！！どこまでも
宇宙開発の未来を双肩に担うロケット！
ブラックホールに気をつけてね
固体ロケットの夢を乗せて宇宙へ！
素晴しき MADEIN 日本を世界へ宇
宙へ
日本の希望よ、大空へ、宇宙へ！未来へ！！
大人になったら宇宙旅行がしたい！
イプシロンにのってうちゅうへいきたい。
楽しく生きていこう
行けー！宇宙へー！！
これからのロケットのお手本になってね。
たくさんの未来を胸に！！（柴田明美）
宇宙が生まれ、人が生まれた。
イプシロン、気
をつけて！素敵な旅を。
地球行きフライトを待つ宇宙の友へ旅立ち
飛べ！イプシロン！
僕も宇宙に必ず行くぞ！ RIKU
まばゆく輝きながら飛び立てイプシロン！
ママ、今日は宇宙へ行ってきます。 僕の夢は宇宙飛行士。宇宙に届け！あつひろ
宇宙への轍
有人飛行に向けて、飛んでいけ！
イプシロン
行くんだ！がんばれ！ひろなより
地球の平和
跳べ イプシロン！！
宇宙にわくわくして、人に嬉しくなります。
青く輝く地球 待ってろよッ☆
負けてらんない！！！
宇宙人を見つけてきてください！！
飛べ☆シプシロン！！
大きく宇宙へはばたけ！！
頑張れイプシロン！未来に向かって
GO ！！
Fly away with my dream and hope!
羽ばたけ！明日への翼！
太陽系の歴史を探ってこいよ！
未だ見ぬユメを皆に届けて下さい！頑張れ！
未来の希望と夢を子供へ繋ぐ思いを込めて
イプシロンプロジェクトの成功を！
宇宙へ行く選択肢を一つでも多く
孝次・三恵・夏花・元気な男の子
NEVER GIVE UP! イプシロン！！
行ってきますと、ただいまの間に奇跡がある
Fly away with an ambition.
愛は宇宙を広げる！
がんばってください。
ロケットってすごい！！たくみ
宇宙のかなたまで飛んでいけ！
Go ahead,with us!
とべ、きぼうをのせて しもつま市ますやま
日本のす
ごい技術力を世界に宇宙に発信だ！
僕の夢ものせて !
大気切り裂き 軛を解き放ち 漆黒に輝線を
人類の明るい未来と如意の如く生きる事願い
家族の夢と希望を乗せて、がんばって。
飛び立て、宇宙へ
SPRINT-A をじょうずにはこんでね！
◎
今月の打上げは、ＸＸ小学校の人工衛星です
イプシロ
ン 飛べ躍べ速く その先へ
就職ができますように
いってら〜。帰ってこんで良いぜ。
ここにいるよ
夢は努力で現実になる
イプシロン打上げの成功を祈りますー！
ROSE!! イプシロンロケットをよろしく !!!!
To everybody's thought and the universe.
宇宙の輝きを掴んで ひろこ
描いている漫画
が無事完成しますように！
イプシロン GO ！ GO ！ GO ！
日本の未来と共に宇宙へ羽ばたいて下さい
M-V の遺志を継ぎ、次代に軌跡を残せよ
ちゃーんと飛ぶんだぞ〜応援してるぞ ( ぱ )
まだまだこれからが楽しみ
皆が幸せに暮らせますように♪チームＡＭＭ
いってらっしゃい
宇宙より大きいもの
は何もない。
固体と液体は両翼だ。M-V 先輩に続け！
夢をのせて 飛べ！ イプシロン！
祝！打ち上げ成功！宇宙行きたい！！！！！
Do your best and it must be Furstclass
Godspeed Epsilon!
僕らの夢を乗せて飛び立てイプシロン！陵将
お帰りと言うまで、僕らも夢の中で同行する
きれいな
惑星写真を撮ってきて下さい！
内之浦から再び宇宙へ！ maruq̲ng
頑張れいぷしろん
たくさんの夢を未来へ運ぶ風になれ
開発に携わった方々に敬意を表します。
いつかきっと宇宙へ。想いよ、届け！
がんばれがんばれイプシロンロケット！
宇宙まで飛んで行け！
先に宇宙に行ってね。私も宇宙、行
くから。
ご安全に！成功を祈ってます。
僕も宇宙に行きたいです。織田亘
そうだ宇宙、行こう。そんな日はまだか。
新しい大空への第一歩。頑張れ！！
内之浦から夢をのせて未来へ
Give Us Dreams Now And Forever ！
やるなぁ〜
将来は宇宙飛行士になりたい 駿太
イプシロン、未来に向けて
れっつらごー！
ビーバー in 宇宙
地球がいつまでも美しくありますようにっ！
キバレ ! イプシロン
宇宙開発の礎となれ E-X 南部
ヒット二十本打てるように頑張るぞ！！！
未来へはばたけ、イプシロン！！
新たな一歩のためにがんばって！
軽トラのような身近な足になりますように
地球がいつ
までも綺麗でありますようにっ！
子供たちの未来のために飛び上がれ！
がんばれ！ペンシルの末裔イプシロン！
打ち上げて惑星の謎を解明して下さい
運んで送って投げ込んで。期待してます！
羽ばたけイプシロン地球から見守っているよ
lunch !! preponderantly !!
無事成功。Fumi̲Y
希望を載せて
未来にとどけイプシロン！！
どこまでも空高く
上へ先端へ大空にデビューを祝す。江守功光
集中！！
タイミング！！
いつまでも命があふれる惑星でいてほしい
翔べ！ペンシルの後継者！！
無事重力を振り掃う事を願う。織田圭
飛べ！悠太、映美、七海が応援してるよ !!
ペンシルの系譜を未来へ！
飛べイプシロン
もっと火星を見たい！イプシロンファイト！
オールウェイズ、スマイル
内田悠斗です！将来の宇宙開発を担います！
天馬のように宇宙にはばたけ 高見沢琴乃
みんなの想い、宇宙へ
目指せ宇宙 とびだせイプシロン
突破！！！
おやすみー
宇宙飛行士になるぞ！平木良覚
誇れ
る未来を。日本の技術、頑張れ！
浩次翔太寿弥雄介みゆき 宇宙一の家族！
行け！飛べ！イプシロンロケット！
宇宙の果てまで届け宇宙の果てから届け
良い観測が出来ます様に頑張れイプシロン☆
宇宙に届く大声で言いたい、大好き〜！くー
挑戦あるのみ！！鈴木春男ミヨ子京子瑠璃
がんばってくださ
い
国境のない星になりますように☆
空を越えて宇宙（そら）へ、止まることなく
旅立ち 地球行きフライトを待つ宇宙の友へ
試験機なのに実用衛星打上げなんてエライ !
革新技術で宇宙を身近にイプシロンロケット
人類の新たな一歩への希望と夢を !!
Epsilon-1 ﬂy to the future.
ロケット発射！無事
にね！！
私も宇宙に行けるよう開発頑張れ！織田知子
つばさ飛びます！
空（そら）へ、そして宙（そら）へ！！
星の王子さまに会いたいにゃ
試験機なのに実用衛星打上げなんてエライ !
届け宇宙へ。届けろペイロード！
宇宙を、日常に。
夢を運ぶ次世代ロケット
たくさんの光を届けてください。
飛
んでけ未来へ！歴史を創れ！
僕らのために無事に衛星を届けてね！
まっ直ぐの歩みを刻む弘い蒼空
希望を乗せて世界へ飛び立て
全ての想いを乗せ、飛んでけ！僕らの箒星！
Go To NEXT STAGE ！！
いってらっしゃい。無事の旅路を！
無事任務を果たしますように。きなカカ
頑張れ日本のロケット
イプシロン！西島香織
行け！イプシロン！宇宙へ GO!
日本の未来を切り開け！
私たちに夢と宇宙の楽しさを届けて村山柊花
何億光年目の愛だろう。
宇宙のかなたに飛び上がれ
宇宙の不思議が解明できますように。Hijiri
はばたけ！夢のイプシロンロケット！
傾斜はあった方がかっこよかった。
次
世代ロケット、発射！！
宇宙で輝けイプシロン！鹿大附小卒宇宙部
君が果たせる精一杯の力を感じたい 奈津子
Next-generation rocket Epsilon
飛べ！イプシロン！
ぼくも宇宙につれていって
これからはいつまでもずっとずっと一緒だよ
GO! JAPAN!
届け俺たちの想い！
固体ロケットの希望
の光！応援してます！
かえでもうちゅうのしごとにがんばるぞ
オーエン！オーエン！
宇宙だいすき
星へ往け我らが白きサジタリウスの矢
素敵な未来へ！追いかけていくよ！いづみ
空に一筆。鮮やかな軌跡を描いて下さい！
いつまでもチャレンジ、そして夢は広がる
誰もが宇宙に行ける時代へ。がん
ばれ！
固体がんばれ！
頑張れイプシロン、頑張れおれ！
がんばれ！日本の夢の省エネロケット！
日本の宇宙開発の未来を拓け！
イプシロン飛べ、羽ばたけ宇宙へ
未来にはばたけイプシロン
絶対、宇宙をつかみとる！！！
イプシロン宇宙に飛び立て
君が天高く登るのを見て前に進もう！
まさ
なつファミリー、みんなの夢を乗せて
僕もいつか色んな星に行ってみたいな！滉明
Take oﬀ with the dreams
ミューのその先へ！
未来に向かって !!!
天に届く位の爆音を響かせろ！
みんなの夢を宇宙まで！飛べイプシロン！
αがβをκらったらεした。なぜだろう。
まだまだこれから！！！
飛
☆彡すぷりがん＆だいふく＆るな☆彡翔
希望を乗せて未来と帰ってきてね！大好き！
ΜからΕへ！ 成功を祈ります！
将来、イプシロンを超すロケットを作ります
がんばれイプシロンロケット
日本の誇る、伝統と最先端
夢はばたけ、ロケットのように
代々受け継がれてきた大和魂ここに！
Return to
the hometown of a life.
飛んでけイプシロン！未来を運べ！
夢は叶う！飛んで行け〜！
日本の明日へ夢と希望を載せて！
うらやましいぞ！！
月に行って、うさぎと餅つきしたい (^^)
上へ！上へ！がんばれ！！ こじまえみ
イプシロンは良いロケット！吉報を待つ！
ボクは H2 に負けずに宇宙開発
の道を開く。
思いよ届け！！！
挑戦者 ROSE ！未知の世界へ！
沢山の思い願いを絶対届けて 牟田奈津子
go(5:ε) with a dream to the future!
絶対に成功させる！
フェアリングかき撫で幸くあれていひし
人類の幸せの為にがんばってください。 未来への夢を乗せ宇宙へ飛べ！ やまね
大宇宙
に向かって飛べ！イプシロン！
宇宙で電車を運転したい。晋太郎
イプシロンくん応援してます！がんばれっ！
SPRINT-A の活躍を楽しみにしています！
宇宙に平和な未来が訪れますように！
惑星の新しい秘密をたくさん教えてね
飛べ☆イプシロン！！
今ここ私から､宇宙､その外へと､繋がる
僕らの
夢と希望も宇宙へ打ち上げてね！
さあ、待ちに待った打ち上げだ、Go!
新たな世代への打ち上げとなりますように
ガンバレ！
IT'S Space
みんなの希望と輝く未来をのせて宇宙へ
知恵・技術・努力の結晶よ静かに的を射ぬけ
いぴしろんろけっとがんばってね
康弘と陽子の愛は永遠だ
飛べイプシロン、
科学の未来を載せて！
森田ＰＭ応援してます！！森田
日本人の夢をのせて、いってらっしゃい！！
遥かなる宇宙でのミッションの成功を祈る
宇宙を超える広がる未来をありがとう！
宜候！無事故でいってらっしゃい！
絆〜世界が平和になりますように〜
希望の宇宙（そら）へ、成富博・幸子
新世代ロ
ケット、宇宙へ
内之浦から軌道へ、再び！
今を一生懸命に 同じ日はないから
偶然にも内之浦宇宙空間観測所に来た俺達は
打ち上げの成功を御祈りします
惑星分光観測衛星軌道投入の成功を祈ります
次代の夢を乗せて飛翔せよ！！
待ってました〜！広がる未来をありがとう！
新しい宇宙開発への切
り札になりますように
どーんと いけーーー
ゆめをのせて飛んでいって☆
負けないで！強く！
頑張れ！僕もいつか宇宙へ行くんだ☆ひなた
宇宙はすごしやすいですか？
宇宙にはばたけ イプシロンロケット！！
地球行きフライトを待つ宇宙の友へ旅立つ
無事に宇宙に飛んで行け！織田光
ロケッ
トは浪漫！
新たな夢をここから作ろう！
宇宙の初めを、まだ知らない。
夢と希望とともに天高く舞い上がれ！
飛んでいけ━━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━━!!
デュフフ
次へ繋げられる成功であれ！
お帰りと、ちょっとだけ成長した僕が言う !
小さな機体に大きな宇宙の夢をのせて
皆が平等で愛と笑顔溢れ
る未来を乗せてＧＯ
イプシロンで衛星がバンバン上りますように
New エネルギーを発見へ飛べェ !Kiue
きぼうをのせて、はるかな空へ。
宇宙へとどけ伝統の新たなる龍勢！
頑張れイプシロンロケット！私も頑張る！
目指せ！世界一の固体ロケット！！
僕の知らない宇宙、楽しみにしてるよ！有亮
内
之浦の愛をのせて、イプシロンがんばれ！
地上から、精一杯応援してます！せつこより
私もいつか絶対に、宇宙旅行に行ってやる！
日本のこれからを乗せてがんばれ！
進撃のイプシロン
やっぱり無重力ですか？
飛行安泰を祈念いたします
アポロンケイロンサジタリウス イプシロン !
美しい星に生ま
れたことを感謝して生きる。
その先見える光☆ずっと CONTINUE☆
宇宙に行きたい
私達の夢を乗せて宇宙へ出発だ
頑張れ！宇宙の果てまで飛んで行け！
エウロパの人聞こえますかーーーーーー？
！未来に向かって Go Go Go!! さくら千尋
おめでとう！イプシロン！！！
希望の未来までとんでい
けーヽ (´ ハ ̀ ) ノ
愛椛、いつか宇宙へ！あいか
すごくかっこよくて、びっくりしたよ。
私の気持ちロケットと一緒に飛ばして！
実感がわかねぇ〜よぉ〜
夢と希望をのせて！輝け！イプシロン！
･-･･ ･･ ･-･-･ -･･･ ･･ --毎月飛ばせ、毎週飛ばせ、夢を飛ばせ
歴史と未来を背に飛んでいけ！
羽ばたけイ
プシロン ! 皆の期待を乗せて ! 昇玄
内之浦発、宇宙へ！
赤いラインを入れてください！
精進あるのみ
みんなの夢と希望をのせて！がんばれ！！
無事に打ちあがりますように。5/7 きなり
待ってました！広がる未来をありがとう！！
旅立つ 地球行きフライトを待つ宇宙の友へ
日本の技術
力！！！！！！！！！！
イプシロン、日本の未来をのせて。中島純一
がんばってこーい！！
より高く、より大きく
飛び立て、宇宙へ、成富開
ゴーゴーイプシロンたのむぞ
みんなの夢をのせて大空高く駆けのぼれ！
人の起源は、宇宙にある。
人類の夢をつないで、飛べ！イプシロン！！
イプシロンて
かっけーよね！！！！！！
笑って華開く、成富開・笑子・華子
天空を 貫き翔べよ イプシロン
イプシロンがんばれー
いえーい！宇宙の人見てるー？
新しい時代を切り拓け！
新たな夢を乗せて飛び立て
イプシロンロケットがんばれ岩坂賢太郎より
頑張れ！！イプシロンロケット！
It is a
dream to the universe.
伝統の全段固体ロケット、再び宇宙へ！
さあ空へ！宇宙へ！ ｂｙ利久＆千恵
宇宙が好きだーーーーー
ガンバレ！Εロケット
愚民
僕はイプシロンのようなロケットを作りたい
いぷしろんがんばれ！
受け継がれし業の結晶・・・その名はε
Lift oﬀ, for peaceful future
in Asia!
宇宙（そら）へ届け！みんなの想い☆
がんばれイプちゃん！みんな応援してるよ！
おめでとう！ε！！！
日本の夢と希望を載せて未来へ飛べ！！！
Fly high with our burning ambitions!
ちょっと宇宙に行ってくる。
あなたが宇宙そらへ行くことが夢につながる
見上げる空に夢はあり。翼は
夢を超えて行く
成功したらみんなで祝おう！
彼女ができますように
大きくなったら宇宙飛行士になりたい 美月
このロケットで世界に勝負を！（柴田茂）
虹の向こうへ
伝統と想い受け継いで、飛べ ! いいロケット !
イプシロン初号機 FIGHT!
宇宙のかなたまで飛んでいけ！
もっと知りたい！行き
たい！地球の外側。
奇跡を待つより捨て身の努力！
内之浦のために必ず成功してほしい！
祈 今後も内之浦での打ち上げを！
未知なる宇宙へレッツらゴー、成富寿乃・敬
日本の本気を見せてやれ！
頑張って宇宙に飛んでけ！織田守
としやさなえあいねひなとが見守ってます
宇宙定期便＆有人シャト
ルへの第一歩だ！
目指せ " 今週のイプシロン " ！
とんでけイプシロン！航と晴より
ロケット、未来に向かって、飛べー
俺のロケットにする！飛ばすぜイプシロン！
天を衝くイプシロン心に未来の望遠鏡を持て
夢に向かって、宇宙へ飛び出せ！
行ってらっしゃい！ご安全に！！
ウギたんの輝かしい未来
を祈っています。
ORBIS も打ち上がりますように (*´∀｀*)
イプシロン宇宙に向けて出発だ！
真っ直ぐ宇宙へ！地球の笑顔をあなたに託す
がんばれイプシロン！！
新たな挑戦と新しい発見に期待！
Kaori Backs to the Earth
いつか大事な子供達を宇宙に連れて行ってね
世界へと羽ばたけ日本のイ
プシロン牟田亮一
飛べイプシロン 蒼穹へ！
まうごつ応援しとるばい！西島克博
I'll ﬂy to space.
GoEpsilon!
がんばれ空高くとべ！イプシロンロケット！
イプシロン、ぼくも うちゅうを目指す
君が送り届けた衛星達が必ず宇宙を拓くよ！
世界の皆さん ありがとう！
夢と勇気と希望満タンでま
だ見ぬ世界へ GO!
日本発宇宙行き・・みんなの希望とともに！
英知を載せて、宇宙に永遠の平和と希望を！
未来全開でイプシロン君！待ってるからね！
イプシロンー行くべき道へ夢を運ぶ貴婦人
命の星から命の宇宙へ、羽ばたけ未来のせて
がんばれ猛固会！燃える漢の固体ロケット！
安全と成功を大気
の底から願っています
いつか電車型再突入衛星を作って搭載して☆
すごいことです。
人類皆平和
ロケット大好き！宇宙大好き！日野夕奈
日本の未来へ リフトオフ !!
ありがとう
みんなの気持ちと打ち上がれ！！
立ち直る日本の想いと共に飛びたて！
毎日の積み重ねの努力が幸せになる
飛べ
イプシロン！祝 宇宙研ロケット復活☆
はばたけイプシロン！ 笠井 康＆福島 円
M-V から渡されたバトンを繋いでください！
私の夢も一緒に連れてってー !!!

