
早い、安い、高性能！飛べイプシロン！　　宇宙へみんなの夢を！　　次世代にワープだ、イプシロンロケット！！　　鹿児島から宇宙へ　日本の技術を見せてくれ　　淳貴がロケットを打ち上げられますように！　　ニッポンの底力を見せてくれ！　　さぁ、翔べ！ボクらのイプシロン！　　宇宙への新たな道を切り拓こう！　　夢
希望を乗せて俊治弥生優海風海颯翼　　皆の思いとともに舞いあがれ！！　　世界初イプシロンロケット成功ＪＲ１ＤＺＡ　　世界に誇る固体ロケットになれ！！　　みんないるよ　ここにいるよ　わすれないよ　　羽ばたけ、イプシロン　　日本の新たなる夢と希望を乗せていざ宇宙へ　　星の数よりたくさんの夢を乗せて　　
M ロケットの様に毎年衛星と夢を飛ばしてね　　すべての打ち上げが成功しますように。　　私を宇宙へ連れてって !!　　デブリ除去衛星を開発しイプシロンで飛ばす　　宇宙の謎を解く架け橋になってください！！　　打ち上げ楽しみにしています！！　　Make a wish !　　うちあげせいこうをねがってます。　　新たな宇宙の
発見と平和　　ITO SHINYA 家族 健康 魂浄化　　こはるちゃん、元気に生まれてきてね　　安全ロケット、スマートコントロール。　　がんばれ！みんな超がんばれ！！　　がんばれイプシロン！！ ( °∀°)o 彡°　　世の中嫌な空気を宇宙へ飛ばせ！イプシロン　　日本からロケットに革命を起こせ！　　宇宙人さんへ。地球人と
友達になりませんか　　イプシロン行きま～す～！！　　Drive ignition!　　いつか宇宙旅行をしてみたい！　　上を向いてみてみよう　　届けよ、宇宙へ、未来へ、人類の栄光を　　電車の運転士になる夢を乗せて飛んで行け！　　宇宙頑張って！僕も受験合格し研究者になる　　宇宙飛行士になるぞぉ！米澤信之介☆１０歳　　
夢や希望を詰め込んで宇宙（そら）へ！　　夢を乗せて、いってらっしゃーい！！　　新しい未来に向かって羽ばたけ　　固体燃料ロケットの成功と継続を！　　Knock on the heven's door.　　新型ロケットでみんなで宇宙にレッツゴー　　夢に向かって飛べ。沙耶、美優。　　打上げ成功を祈ります　　努力に勝る天才なし　　
MVを超えろ！イプシロン !!　　耐えて　待って　迎えて　老人野崎　　M-Vの後継として頑張って！　　三島喜義です。日本の航空科学万歳　　優真 翔真 美晴　　隣の国に負るな、頑張るて下さい。　　一番好きな星、金星によろしく！より子　　無限に広がれ、君の可能性！　　新たな宇宙に希望を乗せて！　　夢乗せて　宇宙へ
飛び出せ　イプシロン　　日本の技術力を世界に　　<--- 翔べ！イプシロン！！ ---¦{ >　　打ち上げ成功を祈ります、未来へ飛び立て！　　宇宙に行って，宇宙の果てを見てみたい。　　がんばれー！　　Simply going to space :-)　　成功を祈る！　　内之浦から頑張れイプシロン夢乗せて　大貴　　宇宙の謎が少しでもとけるよ
うにガンバレ　　直人の病気は宇宙が治してくれるぞ　　みんなの夢をイプシロンにのせてレッツゴー　　イプシロンロケット　日本の希望を届けて　　大人になっても空は青いままであって欲しい　　早織、有紗実、有織が幸せになるように　　希望を乗せて未来へ！　　Fight! Have a good trip with our dream!　　地球から
来ました！　　日本の技術と意地、夢よ誇りよ翔べ！宙へ！　　尾崎公亮もロケットに乗るぞ、がんばれ！　　病貧争絶無の世界を祈る　野田洋一郎　　僕は星になったぼーぼー爺を探しに行きます　　頑張ってください！！　　イプシロンはるか未来に望みをつなげ　　Go with our new life!　　ε成功して日本宇宙開発の縁の
下の柱となれ　　宇宙の友達　　家族の健康長寿と世界平和。TO*　　日本のロケット新時代を切り拓いてください　　宇宙をめざす子供たちの希望を乗せて！　　ＨＡＴＥＮＡ？　　ワクワクしない未来なんて！　　未来を乗せて宇宙に go!　　GO! フランクフルト GO!　　いつか僕も宇宙へ行くぞ！！　　宇宙飛行士になって
火星へ行く！！　　私は地球人、あなたは誰？　　未知のそらを開拓せよ　　One for All! All for Smile!!(・∀・)b-★　　All the people in the world, be happy!!　　新時代の幕開けだ～　　とべ！イプシロン夢乗せて遥か宇宙へ　　将来の宇宙開発の一歩！　　愛で宇宙全体が満たされますように ?　　固体発展はロケット開
発の系統的進化を促す　　Let'sGo!　　克己の心で乗り越えよう。　　明日を夢見るための力に！　　飛べ、跳べ、翔べ、俺の思いも羽ばたけ！！　　飛べ大空突き抜けていけー　菅原　　宇宙の女神が微笑ますように。　　宇宙を拓け！夢の続きを！　　もっと宇宙が近くなる！頑張れイプシロン！　　君の活躍を、地球から見守って
います！　　夢よ、技術よ、宙に届け　　僕達は、天かけるペガサスだ！（せいじん）　　私たちの夢と希望を乗せて宇宙へ飛び出せ！　　宇宙飛行士になって、地球を見てみたい！！　　私の思いや夢、希望を託します。頑張れ！　　みんなの希望が、宇宙に届きますように！　　技術の進歩は日進月歩，不断の努力が希望に　　夢と希望
を載せ 宇宙への新たな架け橋に！　　jiji と sachi は宇宙でも仲良し！　　輝く未来への思いを背負い羽ばたく翼は飛ぶ　　理教＆恭子も宇宙の夢に乗っかります　　宇宙の謎をもっと解き明かしてください。　　　ペンシルロケットからつながる技術の継承を　　僕の夢も乗船中。決してあきらめない。　　継続は力なり。M-V に続
けイプシロン！　　大きくはばたけ雅びやかに　　がんばれ、世界一の固体燃料ロケット　　Fight　一発　イプシロン！！　　明日も人類と科学が進化し続けますように !　　山椒は小粒でも探究発展展開の再始動を祝す　　宇宙を近ずけるロケット　イブシロン　　生命のルーツ宇宙のルーツを探るためにGO！　　大空で遊べ、
けろよんと共に　　いろいろさつえいしてね。れんと　　　飛べイプシロン！目指すは週間ロケット！！　　成功祈願。自分もいつか宇宙へ行きたい　　全世界が平和な時代がきますように！！　　イプシロン初号機成功を祈って、ご安全に！　　日本独自の技術を世界に示しほしい　　太陽系旅行、頑張れ　　僕も一緒にソラへ！　
　闇空に輝く光の矢イプシロン　　僕は、絶対に宇宙飛行士になります。　　ロケット神船の夢を実現してくれ発射！　　無事に戻ってこれる様にお祈り申し上げます　　宇宙からみた地球は笑顔で輝いていますか　　無限の宇宙 (そら ) へ    届け！僕らの願い　　日本の技術力と夢を乗せ宇宙へ飛び立て　　御成功と御活躍を心よ
り願い応援してます！　　その背に夢を乗せて進め、彼方へ。　　優亜、優海、有咲３人の孫の夢を乗せて　　未来の子供たちの夢　　君が帰ってきた時、日本は前進している。　　いけいけ　ゴー　　思いっきり飛んじゃおうじゃないか！　　宇宙科学に新たな力を！　　宇宙へ向かって一直線で飛んでいけ～　　行けイプシロン！僕
らの夢と共に　　飛んでけ飛んでけイプシロンロケットー！　　宇宙からみんなの笑顔を照らせ！　　がんばろう、日本！がんばろう、東北！！　　bellubrunnus　　新しい希望に向かって無事に飛びたて！　　ease way to space　　ラムダ「おおすみ」の感動をもう一度！　　面白おかしく、人生楽しもう！　　日本の力を世界
に見せてやりましょう！！　　低コスト時代のﾛｹｯﾄ、最先端へGO!/ 利 .O　　Dive in the Space!　　未来へ、日本！　　今翔び立つ天高く和を以って輝く未来へ　　Do it while we can!!　　行ってら～～～　　いつか火星人とお友達になりたい！！　　ぜひ地球の日本に遊びに来てね　　宇宙探査の新しい架け橋になれ！　　
頑張れ！イプシロン絶対宇宙飛行士になる！　　宇宙に羽ばたく確かな技術！　　To be pioneer of future rocket standards　　僕らの夢を乗せて一緒に翔ぼうロボケット！　　宇宙大好き　　何時かこれで有人飛行する時が来ますように　　全ての人の希望を乗せて頑張れ！信じてる！　　国産技術で無限の宇宙へ飛び立て
イプシロン　　人類がよい方向に進化できますように！　　新しい時代のロケット、がんばれ！　　待たせてゴメンね、もうすぐ会えるから♪　　イプシロン　追いかけ　ＪＡＸＡに入社する　　パワー全開で飛んで行け！by sakemotto_　　届け！宇宙へ！！　　光の国～僕らの為に来たぞ我らのイプシロン　　夏の宇宙を駆け
巡る。愛をこめて出陣。　　100回くらい打ち上がれ－！　　みんなの夢を運べ！　　イプシロン GO!!　　夢の彼方へ！星の海へ！　　未来に希望を！ 宇宙に届けみんなの笑顔　　日本から来ました「イプシロン」です　　GO！NEXT STAGE！！　　イプちゃん、ガンバ！！！　　いざ、宇宙へ ! 新たな冒険に出発進行 !　　世界
の夢と希望を乗せていってらっしゃい！　　宇宙が身近になるようにがんばって！　　日本の夢をのせて、いざいけー！！　　不思議の宇宙　みんな一緒に飛び出そう！　　吉村千早　祐子　日向子　惺　一緒に未来へ　　すすめ！すすめ！イプシロン！　　いつか宇宙に！大輝＆雄大　　としあきより愛を込めて　　宇宙に飛び
出せしゅうへいこうじ　　果てしない宇宙へイプシロンで行こう！！　　未来冒険！！　　夢と希望を載せて元気な旅立ちを！！　　M-V 姉さんの意思を継いで、飛び立て！　　みんなの夢を乗せて舞い上がれ！　　自分の夢を信じて！無限の宇宙へ　　うちゅうへとんでいけ　　宇宙をもっと身近に！応援しています　亮太　　
わたしの永遠の希望　はやぶさ２　　　新型ロケット期待しています！！！！！　　新しい船で宇宙へ！　　赤い縦縞背負って飛ばせ惑星の神髄　　人類の宇宙進出の加速を願う！　　いつか宇宙に！　　宇宙へ go go　　飛び立て広島三次山本康博由美子　　いつか宇宙に家族で行くぞ！！　　目標はオンリーワンの追求！　　
成功するぞプリン　　Yotaro can do anything!　　健康を取り戻せますように　　不屈の大和魂を、イプシロンで宇宙へ！　　次は君が宇宙に行く番だ！　　宇宙の景色はいかがですか？　　世界中の心を乗せて！！pa.ma.hide.teru.　　家族で打ち上げ見に行きます！　　8.85418782×10^-12F/m　　宇宙開発の一歩先の
JAXAに Thank you です☆　　大浦歯科クリニックの永遠の繁栄と共に飛べ　　宇宙への進化となって飛び立て！晃子・真至　　僕らの夢をいつまでも !!　　運用の成功を願うぞ ! イプシロン　　空を見上げて日本の皆が笑顔になるといいな　　僕も一緒にソラへ！　　宇宙サイコー　　夢、希望、情熱。空を見上げて、日々前へ。　
　僕達の夢と希望をのせてはばたけ！　　この星から　あなたへ　　地球を飛び出せ、イプシロン！　　俺、頑張ったんだからイプシロンも頑張れ！　　ずっと応援していました。御安全に！！　　未来のロケットが今、現実のものに！　　宇宙へ行くぞ　　固体ロケット復活！科学衛星まかせました　　イプシロン　宇宙の果てまで
飛んで行け！　　俺の代わりに行ってきてハヤブサ２頼む　　宇宙をより身近に！その第一歩に期待大！　　みんなの幸せ。星に届け！　　重広家みんな幸せで健康でありますように！　　より早く !、より高く !、より遠く ! 　　子どもの夢を地球と宇宙に！　　ロケットの様に自分も宇宙へ飛びだす！　　天まで届け！！　　宇宙
へ！先代・M５先輩に続け！　　夢よ羽ばたけ　　Everyone deserves a chance to fly!　　絶対宇宙に行くぞ ?　　宇宙まで頑張って行ってらっしゃい！　　未来への挑戦　宇宙へＧＯ！イプシロン　　Lift off!!　　宇宙の平和を祈ります。　　寂しくなんかないよ、ひとりじゃないから…　　皆の夢と一緒に宇宙へGO！イプシ
ロン！　　champagne supernova in the sky　　私の想いを載せて！　　飛翔！宇宙開発の星となれ　　未来と皆の夢を乗せて。　　平和な地球で全人類に幸せを！　　Μの子に祝福を。宇宙を科学者に取り戻せ。　　舞い上がれ！　　宇宙の女神が微笑みますように。　　天の川銀河を外から見てみたい。　　翔け！宇宙利用の加
速と未来を乗せて　　太陽系の新たな一面をこの手に !　　Take our wishes into heaven!　　新しい宇宙への架け橋となれ！！　　絶対成功するよ。俺らの祈りを込めて！　　合田真輝　北九州　　Go！みんなの期待と希望も載せて！　　日本から宇宙の夢を広げてください！ 星来　　夢、希望を乗せて☆未来のために !　　ス
テキな夢を乗せはじめの一歩☆打ち上がれ　　ＧＯ！イプシロン　　日本の夢を乗せて飛べ！！荒岡　　地球上が平穏な世でありますように。　　遥かな宇宙へ、みんなの夢と希望を載せて！　　これをみる時、地球が平和な様に。長田佳宣　　とんでけー !!　　平和のために飛ばそうイプシロン　　もっと近くで沢山の星を見てみた
い！美羽　　いってらっしゃい！　　jaxa とイプシロンにしか出来ないことがある　　we are not alone.　　地球型惑星の大気圏の理解。意義深い！　　宇宙に国境なし　　成功祈ってます！！！　　軌道投入の成功を祈る！　　宇宙へ　　内之浦に打ち上げ見に行くからね。　　いっけぇぇぇぇぇぇ！！！！　　僕らの宇宙時代
はすぐそこだ！　　夢上がれ !　　パーフェクトソルジャー！　　ぴゅーっと飛んでけー！がんばれー！　　翔べ～ε　　一度でいいから宇宙から青い地球を見たいな　　固体燃料ロケットの産声、宇宙まで届け！　　人を育てチームワークを育む　　イプシロンロケットで宇宙を身近に　　いつかは宇宙に行ってみたいな～！！　
　２０１３．４．２８　Ｋｉｙｏｃｏ結婚！　　老夫婦にも宇宙への夢を忘れていない楽しみ　　はやぶさと同様に成功しますように！　　無事飛べ～！！　　飛べ、宇宙へ！　　足下を見てほしい。みんなが見上げている。　　人類の夢と希望を乗せて：優・友・俊から　　ごーーどっかーん！外の世界へ進め！　　僕は君に会いに
行く　　新たな地球から宇宙への翼として羽ばたけ！　　宇宙まで届け繋がれ幸せの輪　　無事に成功することを祈る　　世界の意地を届けて　イプシロンロケット　　新しい時代を切り拓け！希望の星イプシロン　　革新よ！！宇宙を開く為に飛んでゆけ～　　人類の生存圏が早く宇宙に広がれ。　　宇宙が日常になる未来へ向
けて応援してます　　Hello, universe!　　To The Next Generation!　　イプシロンロケット希望を乗せて宇宙へ ?　　イプシロンを追いかけてＪＡＸＡに入社する　　広島都市学園大学作業療法絶対合格宮倉彩加　　心くすぐる、しあわせのひとときを　　がんばれ！たけひこめぐみ脩人朋香直音　　目指せ大宇宙　　以空　
　しあわせのエナジー　　将来ロケット打ち上げるぞー！　　翔ろ、魂と共に　　いつか必ず越えてやる！！　　紗彩の夢と世界の願いを現実に！　　未来を乗せて実績積んでください。　　皆の夢をのせて、飛べ！　　僕も宇宙へ行きたい　　平和のための宇宙旅行を！ＭＡＹＵ　　空を駆け上がる日を楽しみにしています　　新
しい発想ロケットの始まり。世界をリード　　イプシー、私の眼になって全てを見てきてね　　夢を形に希望を載せて遙かなる飛翔へ　　日本の新たなステージへ向けて頑張れ !　　宇宙大好き！日本から宇宙へ頑張るＪＡＸＡ　　夢を乗せて帰って来いＨＡＹＯＡＫＩ　　我が日本国の科学技術よ永遠なれ　　風は吹いているか？
声援は聞こえているか？　　宇宙行きの定期便イプシロンの活躍を願って　　いっしょに宇宙を目指そう！　　日本ガンバ！イプシロンガンバ！　　至誠  天に通ず！夢は叶う！Haruka O　　全力で太陽系の謎に挑んで。がんばれ jaxa!　　SPRINT-A を頼んだぞ、イプシロン！　　ちゃまとゆっくんも応援するよ！　　宇宙への道
を身近にしてくれると信じてます　　新しきロケット開発を切り拓いてください　　林　久夫　宇宙に届け　　GO！HOTDOG　GO!!　　ユッコちゃん頑張れ！皆応援しているよ。　　宇宙にみんなの好奇心を届けてください !!　　誘導制御系機器の正常動作を期待します！　　新しいロケットで宇宙へ！しかと見送る！　　夢
と希望、絆、永遠なり　　夢と希望を載せて、飛べ！イプシロン！！　　飛べイプシロン英明つや子瞬慧嘉孝春輝諒　　宇宙に羽ばたく人類に栄光を！　　日本の未来を乗せて！羽ばたけイプシロン！　　宇宙旅行に行きたい　　近い将来宇宙へ行きたいです。　　天に届け日本の宝！天音・宝・若奈・高広　　自分の夢に嘘をつけな
い！　　わたしを宇宙に連れていって　　初めまして！いつか貴方に会いに行きます。　　夢を乗せて、飛びたて！　　ワールドオブイプシロン　　「イプシロン」空へとべ ?　　祝！イプシロンロケット！成功を期してＡＴ　　日本のそこ力を　今回も見せえ下さい。　　愛と光に包まれた新しい世界へ！　　誰でも夢をもてるんだ！
　　日本の希望を乗せて飛べ！　　みんなの希望を乗せて頑張って！　　すぐそこに宇宙が！　　私たちの夢を乗せ、飛び立て！　　あかり　　お星さまにおねがい。落ちてこないでね！　　日本の惑星探査の将来のために頑張れ！　　一緒に宇宙連れてって！絶対絶対絶対！　　夢を抱いて空を翔けろ　　夢を乗せて飛び立て！イ
プシロン！　　新人としてがんばって !!　　JAXA の開発に必ず関わる　　未来に向かって駆け抜けろ！　　夢をかなえて黒熊助大好きねこ！　　まっすぐまっすぐ進んでけ～　　ペンシルから続く ISAS の固体ロケット！　　世界平和　　がんばれ日本　めざせ宇宙　　私たちは宇宙の一部であり全部です。　　　飛べ！イプシロ
ン！未来を乗せて！　　目指せ、兄弟惑星誕生の謎究明まで　　ニッポンから宇宙へ愛をこめて！　　僕の夢を宇宙まで持って行って下さい！　　ここがスタートだ！！　　M-V の後継機よ、胸を張って飛んでゆけ！　　久しぶりの固体ロケット期待してます！　　宇宙飛行士になって見せます。　　Become the breakthrough 
for the future!　　世界への挑戦　　Take my dream to the galaxy!　　ミューシリーズに負けるなよ！　　宇宙からみた地球は笑顔で輝いていますか　　break through the space　　　初号機のフライト成功を祈ります　ますい　　いさおたかこちひろあすみ　行くぞ宇宙へ！　　まだ見ぬあなたに会いに行きます！　　
かっとばせイプシロン！！　　新たなる旅立ち成功を祈る CAT　　100 歳まで生きるぞ！！ 宮倉直美　　JA5XPD もアマチュア無線で頑張ってる　　がんばれ！みんなのイプシロンロケット！　　イプシロンくしゃみをするとイップションｗ　　皆の夢を載せ、宙高く舞い上がれ！　　飛び立て！宇宙の神秘のその先へ　　いつ
もドキドキとワクワクをありがとう！　　振り切れよ、たったの１Ｇだ。　　GoGoイプシロンGoGoJAXAGoGoJAPAN　　日本の技術を宇宙で咲かそう！　　いつも一緒、ずっと一緒　　皆の愛を一身に受け、いざ宙へ旅立つのだ！　　希望のアカリ照らせ どこまでも　　固体燃料進化は宇宙開発の系統的発展を促す　　たくさ
んの可能性を積んで帰って来てね　　日本の宇宙開発の未来は明るい！！　　将来 JAXA で探査機を創りたい！佐藤大哲　　絆・夢・繋ぐ想いを宇宙へ！　　世界をリードする日本のイプシロン必ず成功　　地球日本・聡と繁美無事未知の惑星に着陸！　　どれだけ遠くても何度も宇宙へ行くんだ！　　星の世界まで飛んで行け！
　　青い地球が永遠に青く保たれますように　　私も宇宙に連れてって！　　ミッションの無事成功を祈願します　　めざせ未来の宇宙へ　　内之浦発→大気圏経由→宇宙行き　　毎日笑顔ですごしましょう（＾＾）　　地球と太陽系が永遠でありますように　　イプシロンロケット期待しています !!　　宇宙飛行士目指して頑張る
から！！　　絶対 JAXAに入社してやる！！　　いつ発射する？今でしょう！！　　宇宙にいって、沢山のおみやげまってます。　　妻と頑張って長生きするので頑張ってね！　　Σ(E=mc2=mobile-cost-control)= E-rocket　　イプシロン頑張れ！ by.T.RYO・沖工 1523　　母なる宇宙へ、私も行ってみたい。　　ずっと待って
ました！　飛べ、飛んでいけ！　　ようこ、いつまでも愛しているよ。　　日本の宇宙開発の発展を願っています！　　今年入学した娘同様、飛躍しますように！　　新たなる夢を乗せて飛べ！　　一丸となり、復興へ　　まだ見ぬ友を求めイプシロンよ目指せ宇宙へ　　夢を持って飛べ未来へ　　飛べ！イプシロン。みんなで見守って
るよ。　　宇宙の可能性にまた１歩　　飛んで飛んで宇宙を知ろうイプシロン　　Good Luck ！！ (^_-)-☆　　宇宙まで無事で～　　復興 JAPAN　　SPRINT-A いってらっしゃーい !!　　日本の期待だからがんばれ　　おもいっきり　行ってこい　( ｣´0｀)｣　　世界中で笑顔の花が咲きますように　　イプシロン、宇宙への新し
い扉を開いて。　　日本の希望！　　宇宙に広がれみんなの夢　　僕も行く、カンパネルラを探す旅。福井孝幹　　宇宙飛行士になりたい !!　　飛べイプシロン！！　　疾く高く飛んでいけイプシロン　　宇宙へゴーゴーゴー　　無事の成功を祈っています！　　イプシロンはペンシル直系の子孫！祈成功 !!　　大塚瞬・大塚涼子・大
塚敏男・大塚清子　　頑張れイプシロン！打上げ見にいくよ！　　役目をしっかり果たしてください！　　子供４人、いつか宇宙へ！　　気体じゃなく、期待の固体ロケット頑張れ！　　めざせ ! 宇宙技術立国日本　　燃え上がれ燃え上がれ燃え上がれイプシロン　　日本の宇宙技術を世界一に！　山路惠司　　初号機の打ち上げ成
功を心より祈ってます　　宇宙でプカプカ浮きながら宴会したいなぁ！　　いつか家族で宇宙旅行に！浩直珠陽瑞　　成功を祈る　　家内安全願い成就成功を祈る山中家に幸あれ　　飛べイプシロン君が軌道エレベータ造るまで　　あきらめたらそこで試合終了　　無事にかえってきてください　　宇宙きっかけに 5/25 に結婚し
ます！　　夢と希望を載せて高く飛んでゆけ～！　　ゆけゆけイプシロン！とべとべイプシロン！　　宇宙飛行士として火星へ到達。　　届けます！思いも、夢も、希望も、願いも。　　せっかく行くんだったら、なんかやろう。　　ご安全に！　　mika　　星からの便りを届けてね。　　宇宙が「未来」ではなく「今」になるように　　み
んなで月を見て　　みんなの元気を夢を　　空白の現実願 ^^　　いつか住めるように！探査に期待します。　　最高のフライトを！！byやんつば　　技術力、日本！　　行けぬのに行きたくない私の代理宜しく　　　いざ行かん星の世界へ　　無事に打ち上がりますように！　　イプシロンロケットの技術で世界に挑戦！　　私も
行きたい !! いざ宇宙（そら）へ !!　　宇宙から皆の幸せを見守っててね！ - 望実　　お腹の中にいる赤ちゃんと応援しています！　　希望とともに．　　ライブ☆彡上坂みえ／全身全霊で応援します　　たくさんの打ち上げ待ってます！　　ペンシルで描いた宇宙の夢をかなえてくれ　　輝く未来を切り開け！進宙せよイプシロン！　
　ずっと「星を見上げる人」でいたい！なこ☆　　無事に宇宙に飛び立って　　夢と希望をのせて、地球をいざ飛び出せ！！　　☆いつまでも美しい地球を守って下さい☆　　絶対夢を叶えよう　　夢と希望を繋ぐ架け橋に！　　Never give up for the future　　希望を力に、空をつらぬけ。　　鉄腕アトムの心をもって宇宙に飛び出
せ　　未知の世界、知りたくて。教えてイプ君！　　イプシロン、頑張って！　　世界に誇れるＡＩロケットの旅立ちを祝う。　　リョウとケンの夢をのせて宇宙にはばたけ！　　僕の夢も乗船中。絶対に諦められない。　　小さな坊や。頑張って荷物を届けてね　　固体ロケットはロマン！　　過去を繙き未来を拓け　　固体の伝統と
希望をのせ、ゆけ！イプシロン　　どんな困難も乗り切る力を信じる　　世界初の成功を隣の市から祈っています！　　新たなおおすみから旅立ちを応援しています　　頑張れイプシロンみんなの希望を夢を　　宇宙へ go go　　多くの夢と限りない可能性を宇宙へ　　楽しんで帰ってきてください　　日本人の夢と未来と誇りを
乗せて飛び上がれ　　無限の夢を載せて無限の宇宙へ百合子咲千子　　デッカイ夢が叶いますように！！！　　頑張れイプシロン！打上げ見にいくよ！　　純国産の伝統技術で飛立てイプシロン！　　内之浦から、新たな夢、始めよう。　　いっておいで。がんばろう。　　宇宙人さん！こんにちは！元気ですか？　　青春の夢をいつ
までも　　頑張れイプシロン　応援しているぞ !!!　　翔び発て 日本の夢　　日本人の夢と希望を乗せてがんばれ！喜義　　目標目指してまっしぐらじゃ～　　It's a piece of cake  Okabe Sei　　平石博宣　登志子　上村昇平　磨美　　新たな道を切り拓け！イプシロン！　　羽ばたけ憲佑・竜星・そしてイプシロン☆　　Go 
For It !!　　飛んでいけぇぇぇぇぇぇぇぇぇ！　　未来の夢のためにGO！ JAPAN　　夢と希望、絆、永遠なり　　宇宙へ翔上がれ !!　　夢があるから進めます。ありがとう！　　はばたけ宇宙へ　　宇宙行きて～　　技術と夢と希望を乗せて　　M-Vの無念を晴らして来い！　　待ってました！イプちゃん、がんばれ～！　　何年
かかっても帰ってこい！　　もっと高く！もっと遠くへ！　　大きくはばたけ雅やかに　　開け！日本の宇宙新時代！イプシロン！　　輝かしい子供たちの為に ,GOー !GOー !GOー !!　　広い宇宙に力いっぱい挑んできて！！　　日本の伝家の宝刀で未来を切り拓け！　　わが子達よ！ 宇宙にはばたけ！　　がんばれイプシロ
ンロケット　　イプシロン定期便（宇宙←地球）　　Go for Space!! by inax　　日本の期待を背負ってどこまでも飛べ　　ＧＯＤＳＰＥＥＤ！　澤田朋宏　　俺が宇宙だ！　　頑張れ！日本人の希望をのせてガンバレ！　　あっがーれ！　　打ち上げ成功を祈ってます。　　きみがとおくへとべますように　　日本の期待を背負い
飛べイプシロン大空へ　　必ず成功する！！！　　夏の打ち上げ楽しみ～　　子どもたちよ，幸せになあれ！津嶋栄子　　宇宙がまた一歩、身近になる。頑張れ日本。　　憧れてやまない宇宙へ！未来への希望を！　　昭仁君入学、莉彩子さん進級おめでとう　　人類の知識を広げて子孫繁栄郡司ファミリー　　固体ロケット復活！科
学衛星まかせました　　宇宙大好き♪あおい　　イプシロンロケットふぁいてぃん！！　　夢と希望、絆、永遠なり　　夏の空に描く夢の架け橋　　成功を祈ってます　　羽ばたけ　イプシロンロケット　　みんなの夢を叶えたい。だから頑張ります。　　皆の期待を乗せ宇宙に飛び出せイプシロン！　　ちば★りょうた★ゆうき★み
きお★てるえ　　宇宙へ向かって、翔べー！de 7K2GMJ Kazu　　fight mika　　最先端の技術を乗せて　　さあ、いっしょに宇宙に飛んでくぞ！　　宇宙へ行ってらっしゃい！　後藤慧一郎　　宇宙開発を１歩リード！　　内之浦から再び宇宙へ！応援してます！　　初号機頑張れ。　　How many miles to Stars? 　　JAXA
ラブ　　はるかなる　かなたまで　ゆめをのせて　　宇宙まで、リフトオフしてね。　　さぁ行こう！宇宙がもっと近くなる。　　見上げたら、私の夢がある。それが嬉しい。　　i believe in future!!!!!!!　　新しい時代へ飛び出せ！！　　M-Vのように飛べ　　いち早く健康を取り戻せますように　　はやぶさに続き、日本の夢を乗せ
て旅立て！　　新しい時代へ飛び出せ！！　　僕も宇宙から青く輝く地球を見てみたいです　　地球と宇宙の架け橋になれ！　　未来に向けて一歩ずつ　　イプたん、デビューおめでとー！！！　　宇宙がどんどん近くなる！進めイプシロン！　　飛びたて日本の希望を載せて宇宙へ　　地球平和を心より祈る　　宇宙より見守っ
て　　私もいつか宇宙へ行きたいです！　　when you wish upon a star . . .　　新時代の幕開け　飛べ！イプシロン　　いざ，宙へ．　　太陽系の兄弟たちに会わせて下さい！　　行け！ペンシルの子！　　日本の技術力は世界一だ！頑張れイプシロン　　イプシロンロケット宇宙へ飛ベ！頑張れ！　　飛べ！僕たちの夢　　日
本は負けない！がんばろう　　ユズは、宇宙をとぶ！　　宇宙は僕の夢です。園木達也　　大空に羽ばたけイプシロン！　　とべ！ぼくらのイプシロン！！　　夢を宇宙に！！　　飛べイプシロン！たかし＆ゆかり　　夢かない 文字で旅する ∞の宙 ☆sawo　　日本の技術が総結集だ　　イプシロンで海外打ち上げ望む　　ロケッ
トがんばって　　長生きできますように　　日本の誇りです。成功を祈ります。　　がんばれニッポンのロケット！　　Go! イプシロン Go!　　頑張れ日本の技術力　　ソラへ届けて日本の願い ?　　被災地に笑顔　ありがとう 　世界平和　　　雄々しく華麗に繊細に　星の海へ　星を運べ　　宇宙物理学者になるぞ。　　ずっとそ
ばにいるよ 歩隆 大和 憲次 美里　　飛べ ?! イプシロン ?!　　日本の明るい未来 GO！　　PRAY FOR LOVE & PEACE  yukari?　　日本よ技術の星となれ　　宇宙に届け！日本人の底力！！　　流星、夜を切り裂いて！砥部イプシロン !　　宇宙を切り拓け！希望の未来を！　　日本のみなさん。宇宙まで行ってきまーす！　　日
本ロケットの新時代へGo! イプシロン！ 　　和心も応援しているよ！　　為せば成る！　　GO GO LET'S GO イプシロン　みつ子　　成功を祈る　イプシロンロケット　俊一　　このロケットで日本を宇宙大国に ! あおい　　みんなが幸せに　未来は輝いてる　　宙へ！　　目指せ週間イプシロン！ C-ma　　地球人、もうすぐ
宇宙人の仲間入り　　素晴らしき夢、きぼうを乗せて。　　宇宙旅行ができますように　　完全燃焼を目指せ !!　　跳べ～！ (　´∀｀)bｸﾞｯ!　　open next page 神秘を得よ　　THE EARTH, ONE OF ALL. by KOJI KATO　　私達の心とゆうきをのせて宇宙へはばたけ　　世界に誇れる個体技術が再び花咲かんとす。　　人工知能
とパソコンで、宇宙に飛び立つ。　　イプシロンは世界に誇る固体ロケットのΣE　　がんばれ地球。遠くから見守ります。くまこ　　がんばれニッポン　イプシロン　　無限の夢　　　夢と希望を乗せ宇宙に GO！　　日本のオンリーワン技術開発を応援します。　　ガンバレ！イプシロン！　　Fly to the sky!!　　(＝・つ・) げん
きに　とぶと　いいです。　　宇宙に届け！イプシロン！　　宇宙人からのメッセージを受け取ってきてね　　翔べ！新しい日本の未来へ！　　宇宙から地球の平和を見守ってください。　　不死鳥搭載　　東京から応援しています。頑張って！　　GO!GO! イプシロン !　　夢を乗せてびゅんびゅんびゅーん！！！　　月や火星へ旅
行できますように。　　初号機成功祈願！！　　次世代ロケット、未来へ羽ばたけ！　　美しい未来の地球の夢を乗せてはばたけ！　　イプシロンで拓け　宇宙研の未来　浜野晴久　　星を発見するゾ！　　飛べ！イプシロン！はばたけ！日本！　　成果を期待しています。私も頑張ります。　　待ってろ宇宙！後から俺もいく
ぞ！！！　　純粋科学の探究発展の橋渡しに願いを込める　　生きてるうちに宇宙旅行行きたい！　きゅう　　宇宙に、地球に『ありがとう』ノ根本真希　　明るい未来を見せてくれッ！　　宮川智成宮川純子宮川創史宮川紗英宮川祥英　　イプシロンの成功を祈っています！和毅　　翔け！宇宙開発の加速と未来を乗せて　　宇宙
へぶっ飛べ　　いつか打上を見学に行きたいです !　　内之浦宇宙港再開だ　　日本の宇宙開発の新たな一歩だ！！　　夢が　夢でなくなる　宇宙に　届け　五行歌　　飛んでいきたい ?　　がんばれ、イプシロン！僕達の夢に届け！！　　新しい発見にワクワク！がんばって！　　夢と希望を載せて舞い上がれ　　M-Vのように歴
史を作るロケットになれ！　　飛べ！飛べ！飛べ－！！　　宇宙の新時代へ Let's Go!　　美しい地球をいつか宇宙から見てみたい　　りえぴょん、宇宙一愛してる！　　世界で有名な写真家になる夢を叶える！　　太陽系第三惑星『地球』よりこんにちは！　　飛べ，みんなの希望をのせて！　　お母さんと一緒に宇宙を旅したい祐
＆瞭　　いいロケット　イプシロンロケットGO　　宇宙はわけわからんから面白い！　　鮮やかに、漆黒の宇宙空間へ　　金澤　宙&麻美&壮昴&壮哉　家族全員幸せに　　宇宙に飛び立つ地球　　常識で丸めた概念を捨ててテイクオフ！！　　君を宇宙へ送る時みな空を臨み笑顔を贈るよ　　星の随に、私たちの夢をのせて　
　雅伸みなみ壮太朗プラスイチ？の宇宙旅行！　　新たな一歩となることを願って　　世界レベルの宇宙開発実現を目指そう！　　ぼくがおとなになったら宇宙であおう　　元気に宇宙まで飛び立て！　　みんな発　内之浦経由　宇宙行き　　新しい旅立ちへGO！　　到着するまでは生きていたい。清水光　　千宙（ちひろ）は宇
宙飛行士になります　　祝！打ち上げ。ご安全に。咲予。　　ISAS ラブ　　世界平和　World peace　　待ってろ宇宙！私が必ず行く！！　　健康で生きててください　　虹の千里眼　　みんなの夢ものせ、行けイプシロン！　　宇宙よ、これが日本のロケットだ。　　


