
日本の誇り固体燃料ロケット未来を切り開け　　みんなの希望をのせてレッツゴーイプシロン　　God Speed!!　イプシロンロケット !　　希望を積んで大きく羽ばたけ　　きれいに打ちあがってね。　　飛べ、世界最高の固体燃料ロケット！　　いつか宇宙に行きたいな。期待しています★　　飛んで行け！ペンシルの末裔よ！！　
　宇宙は無限大！可能性も無限大！花開け！！　　がんばれ！　宇宙へ！イプシロン！　　宇宙ロマン　エキスプレス　　未来の子供たちにも笑顔が続きますように。　　内之浦の空を焦がして夢を運べ！ (^_^)/̃　　期待を背負っていって来い！頑張れイプシン　　未来に笑顔を ?　　未来を掴もう　　更なる飛躍を技術立国日
本！　　ロケットの打ち上げが成功しますように　　迷子になるな！無事を祈る (^_^)　　夢よ羽ばたけ !! 吉橋誠由香琉斗　　浅野広記・文恵・豪・恭平　　祝。内之浦から固体ロケット打ち上げ。　　山崎美夏子バレー大好き！頑張るぞ！　　東北の復興とイプシロンの成功を祈ります　　無事打ち上げ成功することを祈ってます。
　　将来、JAXAに就職する！！　浩介　　M-Vからのバトンを手に未来へ！翔べ！　　みんなのチーム力　　イプシロンロケット打ち上げ頑張って　　イプシロンロケット計画の成功を願います。　　わが子よ　大きく羽ばたけ　ますぐに　　日本の光となれ！イプシロン！　　夢載せて　宇宙を拓け　イプシロン　　宇宙がみん
なのもとにおりてくる第一歩に　　日本の新たな翼となれ！　　みんなが幸せになりますように　　GalaxyHarmonyEvolution　　“It's a piece of cake”　　行け！星の世界へ！ YAC 大和まほろば分団　　宇宙飛行士になりたい！　　突き進め　未知への開拓どこまでも！　　がんばれイプシオン！なぎ＆しおな　　宇宙あり
がとう！あかね＆そうき　　エネルギー充填１２０ %。成功を祈る。　　Realize Epsilon Dreams!!!　　宇宙から地球を見てみたい！！吉田淳子　　みんなの夢を宇宙に運ぶ期待多きロケット。　　仲間を大切にする大人に。中横科学同好会　　行け！宇宙の解明へまっしぐら　　希望を乗せて行ってらっしゃーい　　１５７０
KEISUKEMIZUNE　　宇宙から地球を見てみたい！　　いつか宇宙に行きたいな。期待しています★　　宇宙に行きたーい！　　発射が成功し、良いデータが得られます様に　　宇宙に羽ばたけ、日本の技術と匠の技　　イプシロンに僕の宇宙飛行士の夢を乗せて　　オールジャパン！　　未知の夢は大宇宙（おおぞら）にあり　　ガ
ンバレ !! You can do it!!*\(^o^)/*　　気持ちだけでも宇宙に行きたいです。　　磨かれし技と希望を乗せて飛べ！　　イプシロンカッコイイ　宇宙の　　これだけ頑張ったんだ、飛んでこい！　　2 段分離成功しますように　　世界のトップになるために！　長村　征　　世界に誇る固体燃料ロケット！頑張れ！　　絶対打ち上げ
見にいくぞ！！　　より遠く、多くの世界を見てみたい　　僕らの夢も載せて、打ち上がれイプシロン！　　娘と同じ誕生ロケット、元気に飛び立て！　　輝く未来のため頑張れイプシロンロケット　　境田　嵩　　もっと宇宙が身近になりますように！　　モリタニアン、ミューの魂を継いで翔べ！　　無事成功しますように。　　
打ち上げ成功祈願！天馬のごとく飛翔せよ！　　イプシロン打ち上げ成功と衛星の活躍に期待　　いずれはみんなが宇宙に行けますように。　　クリック、クリック、跳べ！飛べ！　　宇宙の彼方まで、未来を希望を乗せて！　　宇宙大好き！！！！！　　α，β，γ，δ，ε！　　大きくなったら天文学者になりたいです。　　いつか、宇
宙に手が届きますように。　　逢いたいな、宇宙と地球とつながる未来☆　　日本の輝く未来への第一歩　　輝け日本！夢と希望をのせてレッツゴー！　　子供たちの未来に役立ちますように・・・　　宇宙にいくロケットってすごーい！　　宇宙開発で地球を元気に！真理子　　Successful launch ! Go Epsilon, Go !!　　りょう
くん、こたっち仲良くね。　　皆頑張れ！マナト・アカリ　　おっこちないようにしてがんばって！なぎこ　　宇宙飛行士になりたい　　I dream to see a huge "ANOTHER WORLD"　　いつか皆で宇宙旅行 !!　　天にむかってまっすぐとぶんだ！ガンバ (^^　　俺は、宇宙飛行士になる !! うみたろう　　惑星やお星様によろしく
　奏　基　精　涼　　　< 皆の夢載せ宇宙へ飛びたて！> 有田焼 400 年　　見つけてください。争いの無い綺麗な美しい星ですよ。　　いつか JAXA に就職する夢を叶える！！　　ドドーンと推進！未来を乗せて！　　宇宙的な世界的存在だ。　　たくさんの夢をのせてイプシロンがんばれ！　　日本のみんなの夢を乗せて翔べ！
　　M飛んでM飛んでOイプシロン　　イプシロンロケットが無事生還しますように　　康平、咲希に幸あれ！祐くん、見守ってね！　　宇宙に羽ばたけイプシロン　O.N　　がんばれ！いぷしろんろけっと！　　月に行って「地球は青かった」と言いたい　　みんなの希望を乗せて未来へ！　　飛翔！　　俺は宇宙一の男になる、
こうき　　一歩ずつ宇宙（そら）へ、確実に未来へ　　生まれる、生まれ変わる。　　希望の光よ、永遠に！　　このロケットが私達子供の希望となるように　　飛翔　ー夢と希望を乗せてー　　遠く離れてもあなたの輝き、見つけたい。　　頑張れ日本頑張れ日本人　　飛翔～明日へ。未来へ！　　宇宙の果てから応援します！ (*^^*)　
　新型ロケット楽しみです。祈打ち上げ成功！　　新たな夢の為に、ミューからイプシロンに。　　大きく強く翔いていつの日か会いたい　　※中田有紀さんが大好きだ～！キラリより。　　俺も乗っけておくれ　佐賀　　夢と希望と未来を乗せて。　　宇宙の平和　　ｃｏｓｍｏｓ・ｐｅａｃｅ　　がんばれ！事故なく行ってらっしゃ
い！　　飛び立て日本の未来を乗せて　　新たな歴史がまた１ページ　　Mロケットの技術を受け継ぎ、飛び立て !　　死ぬ気でやれよ死なないから・日々前進７７　　夢を描け、夢に届け、地球のイプシロン！　　It is a piece of cake!!!　　無事大空へ飛び立て頑張れイプシロン！エナ　　4GW RUSH!!　　自己点検して安い固形
燃料てホント！　　人類の夢を乗せて、宇宙まで駆け上がれ！　　みんなの夢幸せ願いを、宇宙へ　　日本の底力を見せつけよう！！！　　日本の夢と誇りと自信を乗せて。　　皆の思いで未来を開け！　　固体ロケットの夢を繋いでください！　　日本のロケット技術は世界一ィィ　　宇宙へ行くぞ !  by hiroya　　宇宙の気分を半
分こ☆　　この旅とめぐみと僕が成就できる様に祈る　　日本の伝統的固体ロケット新生で頑張れ！　　パイロットになりたい。　　宇宙が呼んでる。行かない訳にいかんだろ。　　はばたけ！ニッポン！菊地男王　　日本人の誇りと共に飛び立って下さい　　未来への願いを叶える翼となれ　　イプシロンがんばれ！！　　内田就
也より。成功間違いなし！！　　日進月歩！！！更なる宇宙の魅力へGO 　　皆の夢をイプシロンに乗せて　　夢いっぱいのロケットがんばれ！ファイト！　　日本の技術で宇宙へ飛び立て　　ゆっくりでいい、楽しんで、かえっておいで　　ロケットの革新　イプシロン　　宇宙はどんなとこ、地球は見える？つばめ組　　ぜひしん
はっけんをしてほしいです！　　死ぬまでには、宇宙行くけんね。ひなた　　かあちゃん誕生日おめでとう！！　　がんばれ！イプシロンロケット！！　　煌めく蒼空へ　　どうぞご安全に飛行なさってね見守ってます　　秀那、綾 ! 想像と発見の旅へいざ出発だ !!　　将来、私も JAXAで働きます！　　私が見られない景色を沢山見
てきてください　　がんばれ宇宙から見た惑星の姿を見せてくれ　　飛べイプシロン！　　いっけぇ～イプシロン　　夢と希望とともに かつひこ みき あすな　　基幹固体ロケット―はばたけイプシロン！！　　イプシロンロケットの打ち上げ成功を祈る！　　さあ行こう　大空を突き抜け　新しい世界へ　　世界に誇れる日本の
ロケット技術！頑張れ！　　将来の科学のためになるようがんばって　　宇宙飛行士になりたかったー！　　早く宇宙を旅したい。成功を祈っています。　　新しい発見がありますように☆未来の為に☆　　幸江と結婚できて幸せだよ。ありがと　　飛んで行け、イプシロン！未来を運べ！！　　宇宙まで皆の思いを連れてくれ !!!　　
I want to see the universe by myself　　イプシロンロケットがんばって！！　　希望を押し通す。　　宇宙へ！　　イプシロン日本の未来を乗せて高く高く翔べ　　みんなの明るく正しい未来を期待するよ！　　明日を拓く技術イプシロン　　Reaping What We Sow. 2012.08.01　　想い出のペンシルがこんなに成長！頑
張れ！　　天までとどけ日本の代表イプシロン！！　　繋がれ！世界－宇宙！！　　音笛天宙　　飛べ！より画期的未来へ！ひ～　　みんなの希望をのせて飛んでください！　　宇宙へ！ゆではら　　宇宙旅行を夢見て・丹波の文化を伝承する会　　大空へ　みんなの希望を載せて　金良志津子　　滉大な未来へ真っ直ぐに進め☆
　　もっともっと高く、みんなで。　　あれから７年、この時を待っていました！　　元気な子どもが生まれますように！　　全てを包む宇宙のような笑顔への躍進　　ラムいってらっしゃい！　　人類に宇宙への夢をもたらす事を願います。　　宇宙でいろんな発見をしてね！　　ミューを超えて宇宙へ一直線だイプシロン！　　
Epsilon,SPRINT-A , 祈、成功　　がんばれイプシロン　　飛べー　　I'll be there . 絶対に…！　　ウチも宇宙に行く！！！　　中継があったら絶対見るよ！成功を祈る！！　　一寿 ここに参上 !  落書きではありません　　地球よ永遠に !!　　宇宙人に会ったらよろしくね　　俺も宇宙に連れてって！　　明日に向かって飛んでい
け　　成功しますように。お願い。　　いつか宇宙の彼方まで∞Hisato.S　　まさのりなおこ結婚します！　　絶対に宇宙飛行士になれますように　　１５７０ KEISUKEMIZUNE　　宇宙へ飛べ、目指す軌道はすぐそこだ！　　家族のみんな大好き。志乃は幸せです！　　先人の技術を持って、いざ、翔べ！！　　FLY ME TO THE 
SPACE!　　せかいがへいわでありますように　　我が青春の内之浦から夢ふたたび始まる！　　「人類の英知ここに有り」　　　希望とわくわくを乗せて宇宙へ駆け上れ！　　私達の期待を乗せて頑張れイプシロン！良子　　未来へ がんばれ　　ゴー！ゴー！空高く飛んで行け！！　　宇宙へまっすぐ飛んでいけ！！頑張れ！！　
　章ちゃんとまみちゃんがいつか宇宙旅行へ　　Epsilon,SPRINT-A , 祈、成功　　ウチューに向かってがんばってください　　僕も将来宇宙に行って実験してみたい！　　宇宙を目指す事で世界が一つになれば嬉しい　　自身中心中核に位置する。　　mizune kesuke ayano　　みんなの思いを乗せて宇宙へいってね。　　頑張ろ
う！日本！　　ねぇ、青い地球さん。姿をみせて。　　某宇宙戦艦のように希望を乗せて飛べ !!　　行くぞ！宇宙が待っている。　　がんばれ！ぼくたちのゆめをかなえて！　　見せつけろ！技術立国「日本」の底力を！　　遠くの宇宙を探検してきてね！！　　Lift off! 新たな宇宙時代の始まりに。　　イプシロンの成功祈願。夢を叶え
て。　　宇宙いっぱい夢いっぱい☆司・直子・萌夏 ?　　世界の先へ、未来を繋げ！　　惑星探査機打ち上げ能力世界一のロケット　　まだ見ぬ光よこんにちは　　がんばってね！ちきゅうはどんなの？るい　　跳べイプシロン！我らの希望を乗せて！　　豪快で英雄的活動的存在だ。　　無事サンプル持帰えれます様に　　成功を祈
る　はやぶさより　　Ten Dreams !　　自身を中心核に置く。　　がんばれ！こういちあゆこゆうだいたまき　　世界平和　　大黒柱になる。　　ぼくもいつか宇宙に行くから待っててね！　　みんなの夢を載せて飛んでけー　　いつか私も連れていって♪ 高野めぐみ　　頑張れ！日本の誇りです！！！　　成功を祈ります。　BY
生沼　　I want to become an astronaut. taiyou　　飛びたて、夢と希望を載せて　　みんなの希望をイプシロンに乗せて！　　空から地球の未来をつないでイプシロン！　　ありがとう　　新しい挑戦は、新しい出会い。　　イプシロン　行きます！！　　私達の兄弟星によろしく！！　　絶対に成功しますように ??頑張って ?
　　宇宙に向かって突き進め！ 悠河　　世界の子供達に笑顔を（頑張れ「固体」！）　　カッコいい機体になることを願う。　　私の憧れです !! イプシロンがんばれー !!　　未来へ羽ばたけイプシロン！！by　陽一　　Es on Lip 翼ある使者 変ホ調の歌高らかに　　希望の星イプシロンの成功をいのつています　　最後まで諦めずに頑
張れ !　　　　　yuki　　届け！みんなの夢が大きな空へ！　　義務を約束を果たす。　　翔けろイプシロン！　　太陽系を探る資料を無事に持って帰ってきて　　ぼくも宇宙へいって宇宙人を見て見たいです　　夢の架け橋！ 翔べ、イプシロン！ TNSS２班　　宇宙がいつまでも平和でありますように　　人生最大の夢！地球を眺
めてやる！　　イプシロン！宇宙でもがんばってください。　　宇宙ではばたけ！イプシロン　　思いを貫く。我が道を行く。　　１２３ダーーーーーーーーーーー　　１億 3 千万人のみらいを乗せてとびたて！　　ガンバレ！ガンバレ！イプシロン　?　　うちゅうで，がんばれイプシロン　　頑張れ！！働け！！自身を使え！　　
高く舞い上がれイプシロンくん！　　みんなの夢がとどきますように！　　みんなの願いをのせて宇宙に行ってね！！　　輝け SSA！ 運べ、夢をε！ TNSS２班一同　　イプシロン、夢の脚となれ　　newharmonyfuture　　イプシロンよ、大志を抱け！　　GO FOR BROKE!　　宇宙へ飛びたてイプシロン !　　Aloha! 
"Epsilon". Go, 5, Gooo!　　その名の通り宇宙を開拓して来て下さい！　　GO!　GO!!　GO～ !!!　　俺、飛びたい！　　飛べイプシロン！僕を宇宙に連れてって　　独創技術の実用化で新たな発見を期待！　　人類の進歩　　僕らの夢を乗せて、未来を拓け　公輝さくら　　みんなの思いが宇宙に届きますように ?!　　剣道魂　
　宇宙に向かって飛び立とう　　科学者になる夢がかないますように。　大河　　高く飛べ　　打ち上げ成功、がんばれ日本　　人類の進化の為に宇宙に飛び立てッッGOGO!!　　行け！宇宙の果てに突き刺され！　　はるかなる宇宙へ人類の未来の希望を届けて　　新たな挑戦へ　　ゆめをのせて　とんでゆけ！　　僕は３つの星
を見てみたいです。お願いね☆　　俺の全身全霊全力を注ぎ込む。　　けん、しゅん、とおる、ゆきこみんな元気で　　ペンシル→Ｍ－Ｖ＆Ｈ－ⅡＡの魂と共に！　　UNLIMITED 限界はない。　　いざ出陣じゃ！　　宇宙に輝け一輪の花　　イプシロンがんばれ ! 宇宙でもがんばれ !　　僕らの夢を宇宙まで！　　みんなの希望を載せ
て！宇宙新時代へ突入！　　一日も早い東日本の復興を。　　僕らの想い宇宙へ届け !!　　世界中の子供たちに笑顔と夢を！！！！　　輝明の夢宇宙飛行士になる！叶いますように　　世界平和の祈りを込め出発！ヒロコとカズマ　　科学が人類に認められますように　　希ひとすぢ　　JAXAの未来を載せて飛んで行け !!!　　宇宙
へ、未来へ、一直線！まむ＆付き人　　これからの未来に向けての実用化に期待。　　ロケット開発者になる夢が叶いますように。　　行こう、新しい時代へ。　　願い続けた夢を宇宙で叶えてほしい　　Take It Easy:):)  Dreams come ture!!!　　ガンバレ！ガンバレ！！イプシロン！！！　　みんなの力を合わせて地球を守ります！
　　がんばれ！ぼくたちのゆめをかなえて！　　なるぞ宇宙飛行士。イプシロンいけー！　　届け未来へ、子供たちへ　　?地球は青くてまあるい ?　　息子の名前は「航」宇宙飛行士のはずが、、　　宇宙へ旅立つイプシロン私の夢も乗せてって　　東北の　「頑張ってる！」　を伝えたい！　　今でしょ！　　宇宙へ飛び出せ！　　日
本固体ロケットの伝統よ再び！　　加油イプシロンロケット！祈目標完遂　　世界をうならせようぜぃ！　　夢を現実に！　　オールジャパン！　　僕たちの夢を乗せて宇宙へ飛び立て！紘基　　ともに宇宙へ行こう。祝新型ロケット。　　イプシロン宇宙でがんばってねー !　　宇宙の淵源から光明を攫め！　　みんなの希望をの
せて飛んで行け！！！　　打ち上げの成功を祈ってます !!　　後を追って宇宙飛行士になる !!　　頑張れ、菜月は宇宙飛行士に絶対なります！　　宇宙人が見つかりますように。　　革命的進化完成を達成する。　　宇宙へ自由いっぱい！ありがとういっぱい！　　宇宙に届け！がんばれイプシロン！　　プラネットのロマンを君に託
す　　新たな一歩へ！宇宙へ向かって頑張って！　　急成長を果たす。著しい変身を遂げる。　　試験機が成功し年間多数の打ち上げを期待す　　頑張れ！！　　銀婚式の夫婦です。宇宙まで愛を届けてね！　　イプシロンで宇宙と未来が広がる　　宇宙が私たちをワクワクさせる　　打ち上げ成功　受験も成功　宇宙へ GO！　　
天まで上がれ！弘昭、由紀、朔也、茜、明華　　M5の魂を受け継いでがんばれ！　　皆の心が一つになり世界が平和になるように　　赤ちゃんが生まれます！頑張れ！史　朱美　　まゆはせいまが大好きです！！　　未来へ高く舞い上がれイプシロン！　　Just　Now!! ～新たな宇宙への挑戦と夢を～　　夢を背負って飛び立てイプ
シロン！　　はばたけ！宇宙へ！成功願う！　　人類の希望を乗せて、飛べ！！　　宇宙へ飛び出せ！絶対成功！ガンバレ！　　未来へ向けて　飽くなき思いを果てなき宙へ　　たくさんの夢を乗せて高く飛べ！　　日本の伝統と技術を発揮しよう　　日本の希望を載せて、飛べ宇宙へ！　　未来の第 2の地球探しに向け飛び立て！
　　ピ・スティーラーズの来季ＳＰ勝利を祈る　　将来、僕を乗せて月へ連れて行ってね。　　内之浦から世界に誇るイプシロンロケット！　　星にお願い。　　それぞれの誇りとともに！　　夢と希望をのせて飛んでいけー！トト　　死ぬまでに宇宙に行きた～～いよ。かりん　　地球の光をみてみたいなぁ。　　飛んでみせる！　
　誰か居ない？　　～奇跡～それは地球なのではないだろうか。　　いつか必ず宇宙に行きます！村上響輝　　never give up ipsiron!　　頑張れイプシロン！　　飛べ !!! 男のロマン・・・シロクマより　　宇宙の開拓者イプシロンロケット頑張れ！　　宇宙飛行士になれますように !!　　永劫の時の流れを感じる。　　瞬きよりも
速く　　皇輔と凜太郎の夢をのせて宇宙へ ?　　私の気持ちも一緒に♪　青木　薫　　世界に一つだけの未来へのチャレンジ　　未来と過去の謎解きツアー行ってらっしゃい　　日本の技術力は世界一！ガンバレ JAXA！　　輝け未来～ It can shine like a star ～　　パンシロンでイプシロン　　未来へ、届きますように。　　翔
一よ ! 宇宙へはばたけ　　時間の永遠性を感じる。　　Innovation of Rocket  Epsilon　　宇宙でがんばれイプシロン！　　岩﨑武治の夢を乗せて！神魔武尊　　宇宙人と友達になりたい　ゆう　　VIP からきますた　　日本の希望　がんばれイプシロン！　　宇宙を身近にイプ丸 GO　　息子が宇宙飛行士になります。現在三年生
　　地球と宇宙をつなぐ架け橋となって下さい　　希望載せ、孫達が大きくなったら宇宙旅行　　飛び立て宇宙へ　見届けよ星の輝き　　変わることを恐れず宇宙へぶち抜いてけ！　　皆様の健康と幸せを祈ります　　晴香、イスカンダルをその手につかめ！　　ドーン！　　次ははやぶさ２だ！　　宇宙飛行士になって火星に行く
のだー！！！　　宇宙に憧れた私の夢も連れて行って下さい！　　飛べよ！再び M の系統！　　みんな笑顔でウルトラハッピー！　　まずは初号機の成功を祈る！ベガ　　宇宙のみんなありがとう！　　突き進め！未知なる宇宙へ、そして未来へ　　とべとべイプシロン！by かわちゃんず　　勇往邁進すすめ宇宙へ！　　夢見た
誰もが宇宙に行ける日が来ますように　　行こう　新しい世界へ　明　友　義　道　　ファイトイプシロン　　宇宙から地球を見てみたい☆まなみ☆　　イプシロンいってらっしゃい！！！　　老後は宙（そら）でのんびりできますように　　2位じゃダメなんです！　　天まで昇れ　　新たな発見を楽しみにしてるよ！岡村　孝　
　広大な宇宙へ飛んで行け！！　　翔べ！僕らの希望を載せて！！　　Get to the gentle and dazzling world.　　目指せ、宇宙　　ありがとう　　大空突き抜け宇宙まで！　N＆T　　いつかはそこに、気持ちだけでも連れてって　　翔べ！菜月の夢と世界の子供の希望をのせて　　ロケットうまく宇宙へ行きますように！　　さ
あ行こう、大空を突き抜け、新しい世界へ　　日本人の英知と技術と誇りを載せて宇宙へ！　　夢と希望を託したよ！がんばれ！　　希望を乗せて限りない宇宙へ　Pan　　飛び出せ宇宙へ！がんばれ！イプシロン！　　頑張って宇宙まで行こう応援しています！　　出生、再生だ。存在に来る。　　がんばれ、イプシロン！私も頑張る
よ！！　　あけみ & しょう　　宇宙の旅をがんばって！イプシロン！　　隕石が飛んできても壊れないでね。大海より　　新たな閃光よ、宇宙を拓け！　　諦めない心と夢をつなぐ架け橋になーれ ?　　私は通訳者になって世界をつなぎたい！　　打ち上げ成功祈願！　　無事に成功しますように　　Forza! Tira mi su Y.　　死ぬ
までに宇宙に行って丸い地球をみるぞ！　　元気な福島になりますように !!　　行け！行け！宇宙へ！　　最後までがんばれー！！　　夢・同心協力・旭日昇天　　地球の未来を見つけて、北の国から　CAT　　君の活躍、期待しています ?　　横内　優　　希望をのせたロケットで、がんばって！！　　自身設立！！自身変換！！自
身生産！！　　世界中に平和が訪れることを祈念します　　飛べ！！世界の希望を乗せて。　　MーVに負けない活躍を期待します。頑張れ！　　がんばれ！ロケットばびゅ－ん　たんぽぽ組　　頑張ろう東北 !　高桑晴久　　きぼうをもって宇宙へとびたてイプシロン！　　I want to do a space trip.　masahiro　　イプシロン
宇宙のはじまりをつかんできて！　　人類を幸福する宇宙探査は無限、頑張れ。　　日の本の技巧は世界を導く！！　　毎日笑顔で暮らせる平和な世界に！！　(雅 )　　澤田叡宇宙デモ ?　　地球外生命の発見を！宇宙３姉妹　坂口美紀　　未来のために頑張れイプシロン ?　　飛べ飛べイプシロン！行け行けイプシロン！　　星に
届け、みんなの願い！　　夢でなく神話の神々と共に帰ってきて～♪　　目指せ未来　　打ち上げ成功を祈っております。頑張れ！　　宇宙人にごあいさつ 聡美　　自身を変成させる。自身変身！！　　イプシロンロケットゆけ！わたなべけんしん　　地球をさらに進歩させてください！　　49歳！私の宇宙への憧れも載せてって！
　　宇宙へ夢を乗せイプシロン、パイエーハリ！　　天皇陛下万歳　　M-Vの弟よ、宇宙での仕事がんばれ！　　空に届け　　兄弟で宇宙にいくぞ！Ｋ＆Ｒ　　宇宙の大海原へいってらっしゃい！　　ｺﾚｦ ｷﾆ  ｻﾗﾅﾙ  ﾀｶﾐﾍ｡　　がんばれイプシロン！　隆心５歳　愛理２歳　　佑月昂輝星輝３人で宇宙旅行へ行きたいな　　大宇宙へ翔
べ！イプシロン　　固体燃料での、ものすごい加速を見れる！　　５０年若かったら夢は火星へ　　SPRINT-A を宇宙へ！成功を祈ります！　　固体ロケットの意地！世界に見せつけて！　　世界平和　人類繁栄　健康生活　　佳奈加如衣力恵理洋平和生達也靖子茂男　　夢よ急げ、宙へ急げ　　がんばろう　ニッポン　　新型ロ
ケット！　　もっと遠くへっ！！　　素敵な未来に向かって　　宇宙を身近に感じる日がくるのを願って☆　　期待してるよ、行ってらっしゃい　　がんばれ！Ｍ－Ⅴの後継者！　　みんなの夢を乗せて、宇宙へ！頑張って！！　　イプシロンは新しい時代へリフトオフ　　中途採用してくれませんか？是非働きたい！　　田中初
菜・達也・智也三つ子の１年生が応援　　newgalaxyevolution　　宇宙（そら）へ夢を届けよう！　　新たな地平を切り開け！　　将来を嘱望して現状の発展を怠る事なかれ　　見たことない宇宙を送って来て！　　まっすぐと宇宙へ旅立つことを祈ります。　　将来、宇宙飛行士になりたいです！　　飛翔！日本の技術を世界へ！
関三治　二唐　　東と久美子です。跳んで行ってください。　　成功を祈っています。足立泰久　　poon weng thye i wish  god 　　がんばろう！日本　　匠　好奇心　冒険心　勇気　飛翔　青森俊　　　日本人の夢を載せたロケット！ゴー！　　僕らの地球をよろしく！　　宇宙飛行士になりたい！　　1606fromKY：
-)23092010　　きたいが上る　　固体ロケットは日本の誇り。　　低コストロケット新時代の第一歩！宇宙へ！　　深宇宙へ　羽ばたけ！　　夢は「今週のイプシロン」　　LOVE&PEACE それ行け！イプシロン !!　　ギリシャ文字ロケット伝説は永遠に！　　日本の宇宙技術の未来の為に成功を！　　俺は、宇宙に行く　　早く宇
宙で生活したいです。　　俺とヒロの夢を乗せて宇宙へ GO!!　　がんばれ日本！原田祥子　　とどけ、大空への夢　　頑張れイプシロン！日本の宇宙開発万歳！！　　火星探索目指してください　　漆黒の宇宙へ羽ばたけ！　　大新と琉生の夢を乗せて宇宙に GO　　大逆転を起こす！歴史的大転換だ。　　よみがえれ日本固体ロ
ケット！　　行ってらっしゃい！迷わず帰ってきてね♪　　宇宙の果てまで飛んで行け！　　lightharmonyfuture　　ぼくたちの希望と勇気を大空へ　もとし　　それいけ ! イプシロンロケット !!　　世界をリードするロケットへ！！！　　がんばってロケットをうちあげてください。　　新たな翼は日本の新世紀の第一歩、行
け！！　　宇宙大好きっ ?物理学者になりたい☆ 綾乃　　いぷしろん　　待ってろよ、宇宙 ! いつか必ず行ってやる !!　　跳び上がれ！佐藤家４人＋猫３匹で応援中！　　大気圏を突き抜けろ！！　　飛翔　　翔べ！行け！イプシロン／達宏／淳宏　　宇宙関係の仕事をしたい ! その思いを込めて !　　ピ・スティーラーズの来季Ｓ
Ｐ勝利を祈る　　日本だからこその技術が、宙を拓く！　　You are my sunshine.　　夢，希望，憧れをつめこんで宇宙へゴー！！　　日本の夢を、世界の夢を乘せてがんばれ！　　未知の世界へ、今近づこう！　佐古史　　イプシロンがんばれ！　リクシ　　宇宙へ行って地球を見たい　健太郎　　宇宙でも地球でも、きみは一人
じゃないよ　　将来、宇宙飛行士になりたいです。　　行こうぜ！宇宙（そら）へ！！　　打ち上げ成功しますように　　おさむ～～！！　　地球はひとつ　世界の平和を祈る　佐古和枝　　みんなの夢を乗せて、宇宙へ！頑張って！！　　飛べ！  観測機、探査機を上げまくれ！　　みんなの夢を宇宙へ運べイプシロンロケット　　ロ
ケットで宇宙へ行ってみたい　あゆと　　これからの宇宙開発は日本がリーダー。　　僕の代わりに宇宙を見てきてください！　　故郷はなれ、　時空の旅へ行ってこい　　　ずっと青く輝く美しい星でいられますように　　がんばれ！飛んでってね。さな　　昭平と知子の夢を乗せて果てしない宇宙へ！　　行っ
けーーーーーーーーーーーーー。　　ＤＲＥＡＭ　ＣＯＭＥ　ＴＲＵＥイプシロン　　いつか君に乗って、宇宙に行きたい！！　　イプシロンロケットを応援するぜぃ！　　おらに元気を！by 孫悟空　　世界平和 　　最善の努力する効果的自身とする。　　がんばれ！！　金悠樹　　宇宙ステーションの食堂で働きたい久保翔己　
　みんなの夢をのせて、不可能を可能に！　　ミユ－ファイブのぶんまで、頑張れ、　　確固たる意思　　打ち上げ成功率をガンとあげましょう！　　日本の技術と意思を宇宙へ！　　いつか私を宇宙に連れてって！　　無事、宇宙に飛び立つことを願います。　　みんなの力で届け宇宙へ届け未来へ　　キミには、行かなきゃならない
ソラがある。　　いってらっしゃい！　　おなじみ科特隊カラーですね！わかります！　　ゆっくり進も～～ c( し･ω･) っ　ミ★　　世界一の固体ロケット無事宇宙へ　　日本の希望をのせてがんばれイプシロン！　　頑張って宇宙まで行ってね応援してます！　　あなたの成功がわたしの成功につながる！！　　目指せ！純国産
有人ロケット！！　　夢 希望 絆 飛翔！　　宇宙飛行士になる、うみたろう　　夢が宇宙まで飛んで行け香里俊介勇治淳子　　何しろん？どうしろん？イプシロン！！　　目的を夢を希望を実現し具体化させる。　　軌道投入よろしく！　　FORZA　イプシロンロケット　！！　　私の夢も乗せてくれ!!　　うちゅうでもがんばれ！
イプシロン　　時代を進める、その一歩となれ！　　君は希望、君は喜び、君は命の輝きだ。GO！　　7年ぶりに内之浦から宇宙へ！　　宇宙が好き！！この地球が好き！！　　交通安全祈願／康宏／美恵　　成功を祈っています☆Good Luck ！  ゆり 　　未来を拓けイプシロン　　ロケット打ち上げ見に行くぞ！純子　　未来を
託す、ガンバレ！　　上がって！昇って！空を貫いて！　　裕美さん、愛しています。真丈　　飛べ！天を貫き宇宙まで！！　　世界一のロケット先進国へはばたけ！　　糸川先生！新しい子が今いきますよ！　　★素晴らしい宇宙旅行を★ 恵美　　みんなの夢をのせて飛んでいけ！　　夢を乗せて、いざ宇宙へ！　　すみすずかたく
ま離れてても最強家族　　いつか宇宙に行ってみたい。加奈子寛太康彦　　空を、宇宙を疾走（はし）れ、イプシロン！　　日本から来ました。あなたに会うために。　　素敵な宇宙を見てきてください　　イプシロンがんばれうちゅうのはてまで　　みんなの夢を乗せてがんばれ！！　　羽ばたけ、届け、みんなの希望　　未来にみんな
の夢を運べ！イプシロン　　いつか宇宙に行きたいな。期待しています★　　活躍楽しみ！私たちの夢乗せて美有理乃依美　　これからの宇宙の要　イプシロン　　夢と希望を乗せて…復興への架け橋へ！　　みんな宇宙家族！　　ミッション成功を祈っています！　　惑星探査機打上げ効率が世界一良いロケット　　期待してる
ぜ！石倉一昂　　ロケットに乗って宇宙を見たい　みう　　子供達の笑顔と未来を永遠に☆そらとママ　　日本独自の固体ロケットを再び宇宙へ！　　宇宙の未来,未来の宇宙夢を乗せてはばたけ!　　宇宙旅行がしたいです。　正寛　　宇宙高く　希望を　つなげ　　僕も宇宙行くよ！！ 瑛太郎　　天に帰る、中心中核に還る。孵る。
返る。　　イプシロンロケットよ！私たちの夢と共に！　　合格祈願！　　ペンシルロケット世代から孫世代へ希望を！　　新たな閃光よ、宇宙を拓け！　　GOGO, 宇宙へ飛び立て !　　とべ！ぐんぐんとべ！　　がんばれイプシロン　龍之介＆桜子　　みんなの夢、希望を乗せて発射！　　日本の科学の第一歩へ　頑張れ　　頑張
れイプシロン！飛んでけいけ～！　　イプシロンに幸あれ（・３・） アルェー　　ロケットが無事上がりますようにガンバレ！　　銀河星雲の方、浅野広記です。日本　　未来を開け！イプシロン！　　頑張れイプシロン！飛んでゆけ！　　宇宙を取り上げる番組 PDになる！＠みうら　　You was created to reach outer space!
　　ＧＯ！（あきこ）　　宇宙からの空、いつか見てみたい。ソラ　　飛べ！跳べ！翔べ！　　ぼくたちの思いをとどけてください！　　ロケットの革命や！　　僕たちの夢と希望をのせて進めイプシロン！　　温故知新。固体燃料ロケットで明るい未来。　　絶対宇宙飛行士になる ?　　僕らの夢と希望を集め固めた燃料で宇宙へ！　
　ペンシルロケットから継いだ志、天に届け！　　宇宙かけはしを期待します　　わたしたちは同じ星に生まれた同じ命。　　みんなのメッセージを乗せて飛べイプシロン　　私の心もイプシロンと共に。宇宙へGO！　　日本に夢と希望を！　　行くだけじゃなく、帰ってきてね。　　人類の夢と未来を載せて飛び立て！　　金曜日
はカレーbyスカレー　　宇宙の未来は必ず明るい　　宇宙？わからないことだらけだよね。　　ミッションの完全成功！！　　果てない宇宙へ行ってらっしゃい！！　　イプシロン気を付けて星を見てきてね☆　　待っててねイプシロン！僕もいつか宇宙へ　　夢をのせて、がんばれイプシロン。　　日本の物ずくり、宇宙へ届け、未
来へ。　　ロケットガンバレむさしも宇宙に行きたいよ　　イプシロンにたくさん星を観測してほしい。　　らいちはうちゅうひこうしになります。　　Make the Innovation　　地球の夢・希望をのせ、羽ばたけ！　　すべてを信じてリフトオフするゾー　　私の想いと一緒に宇宙へ飛び立て！　　高性能ロケット花火の成功が日本
を変える　　飛べ！　　地球にいるみんなに夢と希望を…☆　　皆の夢を載せ宇宙を目指して！文科省広報室　　未来への希望、明日への期待、夢を乗せて。　　新たな発見が出来ます様に！　　ロケットの噴射のようにまっすぐに　　身近な宇宙！ロマンがあります！　　ロケット打ち上げが成功しますように。　　イプシロンロ
ケットがんばってね！　　宇宙人と友達になってきてください　　きぼうをのせて！　こうきとりさより　　宇宙飛行士になりたい！！（礼人）　　challenge our limits　　固体ロケット技術の未来は永遠です！　　日本の誇りです！ 成功してください！　　BOURBON STREET K's BAR よ永遠に！　　使い切り尽くし果たす。　
　未来に、みんなに、届きますように。　　行くのだ！大宇宙へ　　日本の技術力、誇り、夢を宇宙に届けよう。　　宇宙へ行って地球を見てみたい。　　新しい翼に期待します マサト　　いっぱい、いっぱい！　ε　とんでけぇー　　　newdiscovery!!　　僕が宇宙へ行くまでにしっかり調べてね。　　　　


