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【本件に関するお問い合わせ】
●画像素材を含む会見に関わる全資料：
https://drive.google.com/drive/folders/10OqyW9S990nv8lVVocW4sinxqOlvVlrZ

株式会社TENGA
▼ロケットプロジェクトについて：広報 西野（nishino@tenga.co.jp)、本井
（motoi@tenga.co.jp）、松本（行）（y_matsumoto@tenga.co.jp）、犬飼
（inukai@tenga.co.jp）、
橘（tachibana@tenga.co.jp）
●TEL：03-5418-5590
●株式会社TENGAコーポレートサイト：https://tenga-group.com/

インターステラテクノロジズ株式会社
▼観測ロケットMOMOについて：広報 中神（なかがみ）（press@istellartech.com）
●TEL：01558-7-7330
●インターステラテクノロジズ株式会社コーポレートサイト：http://www.istellartech.com/
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TENGAロケットプロジェクトの概要
愛と自由とTENGA、宇宙へ

株式会社TENGA（東京都港区/代表取締役社長 松本光一）は、インターステラテクノロジズ株式会
社（以下IST）（北海道広尾郡大樹町/代表取締役社長 稲川貴大）との協同プロジェクトとして、
「TENGAロケット」の打ち上げ実施を発表いたします。
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TENGAロケットプロジェクトの背景

常識にとらわれない、新しい考え方で「モノのありかた」を変え、身近な存在へ
堀江貴文氏とTENGA代表の松本がテレビ番組で共演した際、ISTが手掛ける宇宙事業について知った
ことからすべては始まりました。
ISTの「誰もが宇宙に手が届く未来をつくる」というビジョン、そしてTENGAが掲げる「性を表通り
に、誰もが楽しめるものに変えていく」というビジョン。両社のビジョン、そしてモノづくりにこだ
わる気質が共鳴し、今回のプロジェクト発足へと至りました。

2021年1月26日
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プロジェクト詳細ページ：https://rocket.tenga.co.jp/

「TENGAロケット」は、北海道大樹町にて2021年夏頃の打ち上げを予定しており、以下3つのミッ
ションを遂行いたします。

①みなさまから集めた1000人分の想い・願いをTENGA型メッセージPODに入れて宇宙に届ける
②TENGAロボがロケットに搭乗し、宇宙空間から地球へ帰還する
③計測用のTENGAをロケットに搭載し、「宇宙用TENGA」の開発をスタートする

②のミッションを達成すれば、「TENGAロケット」は国内の民間初となる「宇宙空間へのペイロー
ド（荷物）放出と回収」を行ったロケットとなります。

https://rocket.tenga.co.jp/
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TENGAロケットとは

「TENGAロケット」は、民間の宇宙開発スタートアップ、イン
ターステラテクノロジズが独自に開発・製造する観測ロケット
「MOMO（モモ）」に、新装備を施し、TENGAのブランド
メッセージをデザインしたロケットです。

観測ロケットは、高度100kmの宇宙空間に到達したのち地球に
戻り海に着水する、弾道飛行を行うロケットのことを指します。
MOMOはさまざまな観測機器や企業や個人の方からお預かりし
た荷物（ペイロード）を搭載して宇宙空間に到達します。

TENGAロケットプロジェクト 3つのミッション

「TENGAロケット」イメージ図

2021年1月26日
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MISSION ２：TENGAロボの宇宙到達と地球への帰還
TENGAの公式キャラクターである「TENGAロボ」がロケッ
トに搭乗し、宇宙に向かいます！ 宇宙空間到達後TENGA
ロボは地球への帰還を目指します。

MISSION １：1000人の想い、愛と自由の願いを宇宙へ
1000人を目標にみなさまからの想いや願いを集め、寄せ書
きを作ります。
その寄せ書きをTENGA型メッセージPODに入れ、ロケット
に搭載。宇宙空間到達後、ロケットからメッセージPODを
射出し、皆さんの想いを宇宙へ解き放ちます。

MISSION 3：宇宙用TENGAの開発
データ計測用のTENGAを搭載し、宇宙空間でのTENGAの状
態を計測します。
TENGAロケットが宇宙用TENGA開発の第一歩となります。
史上初、TENGAが遂に宇宙へ行きます！

2019年5月に打ち上げた「宇宙品質にシフト MOMO3号機」は、民間が単独で開発製造したロケットと
して、国内で初めて宇宙空間に到達しました。「MOMO」の名称は、高度100kmを表す漢字の「百」を
「もも」と読むことから名付けられています。

上記の「MISSION２」において、宇宙空間を浮遊したのち海上に着水したTENGAロボを回収できれば、
「TENGAロケット」は国内の民間初となる「宇宙空間へのペイロード（荷物）放出と海上での回収」を
行ったロケットとなります。
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TENGAロケット打ち上げへの想い

TENGAは、2005年7月7日に誕生しました。
創業以来、タブー視されがちな「性」を、ポジティブなものにしたいと挑戦してきました。
「性を表通りに、誰もが楽しめるものに変えていく」「世界中の人々の性生活を豊かにし
人を幸せにする」をビジョンに、前進してきました。
そして、その先にTENGAが目指しているのは、自分らしさを尊重し合えること。あらゆる
人が、自分の愛することを愛し、それを互いに認め合っている、そんな「愛と自由に溢れ
る世界」です。
国の違いも人種の違いもあらゆる壁を超えて、世界中のみんなの「愛」と「自由」のメッ
セージを届けるために、TENGAロケットを打ち上げようと思いました。
そして、私には創業以来ずっと持ち続けている夢があります。
いつかTENGAを宇宙で使ってほしい、NASAで採用してもらいたい。
本気でそう思っています。
堀江さんとのこの出会いを機に、宇宙開発の第一歩をスタートします。
そして、私達はともに宇宙を目指します。

私たちインターステラテクノロジズは、北海道大樹町を拠点にロケット開発を行っていま
す。 私たちがつくっている観測ロケットMOMO（モモ）は、民間のロケットなので従来
の国が開発したロケットではできなかったようなことができる新しいロケットです。
今回TENGAさんは、ブランド誕生の周年にあわせて、ブランドのコアメッセージを伝え
るために、壮大なエンターテインメントとしてTENGAロケットを打ち上げます。これも
ロケットの新しい使われ方だと感じています。 科学実験などの真面目なミッションだけ
に使われているのでは宇宙市場は拡がっていきません。私はIT業界に身を置いていました
がインターネットが一般に普及したのはアダルトがきっかけだったと言われています。ア
ダルトコンテンツが良いと言うことではなく、エンターテインメントなど、新たなアイデ
アで従来とは異なる使い方がなされてはじめて市場は拡大していくのだと考えています。
TENGAさんとのコラボレーションは、宇宙やロケットの可能性を広げてくれる、価値の
切っ先だと感じています。
TENGAさんが業界の常識に真正面から挑戦していく姿にはとても勇気をもらっています。
そしてその方法もポジティブで明るく、エンターテインメントとして面白いからこそ多く
の人が共感しているのだと思います。 クラウドファンディングの利点は、誰かの夢に
のっかって、一緒に夢を見られることだと思います。1人でも多くの方にTENGAロケット
を私のロケットだと思っていただき、打上げをワクワクして見守ってほしい。 ぜひ私た
ちと一緒に宇宙を目指しましょう。ご支援のほどよろしくお願い致します。

インターステラテクノロジズ株式会社
ファウンダー
堀江貴文氏

株式会社TENGA
代表取締役社長

松本光一

インターステラテクノロジズ株式会社
代表取締役社長

稲川貴大氏

宇宙をより身近なものにしたい、誰もが宇宙に手が届く未来を作りたい。それがイン
ターステラテクノロジズのビジョンです。これまで地道に開発を重ね、昨年「宇宙品
質にシフト MOMO3号機」で民間開発のロケットとしては日本で初めて高度100km
の宇宙空間に到達することができました。そして、今回のプロジェクトでは民間初と
なる、宇宙空間へのペイロード放出と海上での回収を目指します。これはエンターテ
インメント的な意義だけでなく、MOMOの目的の一つである科学実験や観測ミッ
ションにおいても様々な可能性を拡げる重要な技術になります。そのような開発機会
を与えていただいた株式会社TENGA様に感謝いたします。
今回のTENGAロケットは私たちにとっても大きな挑戦です。宇宙で行うミッション
としてはこれまで無かったものであるため、様々な受け取り方があるかもしれません。
しかし、今後宇宙開発が進み、国の宇宙開発プロジェクトだけでなく、さまざまな人
が宇宙に滞在する未来が来た時の、新たな可能性としてTENGA様の取り組みがある
と思います。また、人類が宇宙に行く上では避けては通れない道だと私たちも考えて
います。
おそらく世界で初めてとなるこの機会を与えていただいたTENGA様の思いに応える
べく、全力でプロジェクト達成に臨みます。

2021年1月26日
株式会社 TENGA

インターステラテクノロジズ株式会社
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クラウドファンディング概要

①愛と自由とTENGA！TENGA
ロケットレプリカコース

ロケットレプリカ＋ベーシックセッ
ト（愛と自由の寄せ書き等）
支援額：500,000円

②TENGAロケット
宇宙隊員ユニフォームコース

③TENGA宇宙隊員Tシャツコー
ス

TENGAロケット宇宙隊員エンジニア
ユニフォーム＋ベーシックセット
（愛と自由の寄せ書き等）
支援額：33,000円

TENGA宇宙隊員Tシャツ＋ベーシッ
クセット（愛と自由の寄せ書き等）
支援額：10,500円

株式会社TENGAは、2021年2月1日(月)〜4月28日(水)にかけ、TENGAロケットプロジェクトを応援す
るクラウドファンディング“TENGAロケットを一緒に宇宙へ飛ばそう！「TENGA宇宙隊員」募集！”を始
動いたします。TENGAロケットの打ち上げを一緒に楽しみ、みんなの想いや願いを宇宙へ飛ばす
「TENGA宇宙隊員」を募集します。

TENGAロケット応援のクラウドファンディング実施！
「TENGA宇宙隊員」募集！

リターン品として「愛と自由の寄せ書き」や「TENGAロケットのレプリカ」など、3,500円〜最大50万
円まで11種類の魅力的なリターンをご用意しております。
■募集期間： 2月1日(月)〜4月28日(水) ■目標金額：5,000,000円
■使用用途：TENGAロケットの開発、打上げ準備費用、宇宙用のTENGA開発費用

【リターンの例】

クラウドファンディング特設サイト：https://camp-fire.jp/projects/view/242583
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TENGAロケットプロジェクト特別PV公開
TENGAロボ、宇宙へ飛び立つ
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株式会社TENGAは、2021年1月26日(火)16時より、TENGA公式YouTubeチャンネル、TENGAロ
ケットプロジェクト公式サイト上で、TENGAロボが宇宙に飛び立つまでのシーンを撮影したプロ
モーションビデオを配信いたします。

詳細ページ： https://rocket.tenga.co.jp/

本動画は、3つのミッションを遂行するべく宇宙を目指すTENGAロボが、ロケットに搭乗して宇宙
に飛び立つまでの様子を、ストップモーション・アニメーションで制作いたしました。
1月26日時点では、TENGAロボがロケットに乗り込むまでの様子を収録した前編が公開。本年夏頃
に後編も公開予定です。

制作には豪華クリエイター陣が集結！

プロモーションビデオの制作には、ストップモーション作家のplamoo氏や、美術にジオラマアー
ティストの瀬川たかし氏など、TENGAにゆかりのある各界のトップクリエイターたちが勢揃いして
います。

2021年1月26日
株式会社 TENGA

https://rocket.tenga.co.jp/
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TENGA STORE TOKYOでロケット展を開催
TENGAロケットプロジェクト記念アイテムが発売！
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株式会社TENGAは、2021年1月27日(水)〜3月2日(火)の間、阪急メンズ東京6階(東京都千代田区)にて、
TENGAロケットプロジェクトの始動を記念した展示会「TENGA ROCKET STORE」を開催いたします。
また同日より、TENGAロケットプロジェクトの記念グッズを発売いたします。

詳細ページ：https://tenga-store.com/news/1522/

「TENGA ROCKET STORE」の詳細

「TENGA ROCKET STORE」では、約2mサイズ
のTENGAロケットのレプリカや、TENGAロケッ
トの製作過程を記録した写真、ISTが過去に製作
したロケットの機体の部品などを多数展示いたし
ます。みなさま、宇宙を近くに感じてみません
か？

名称：TENGA ROCKET STORE
場所：阪急メンズ東京6階 POPUPスペース
開催期間： 2021年1月27日(水)〜3月2日(火)
営業時間：11:00〜19:00
(※新型コロナウイルスの影響により変更になる場合がございます)

TENGAロケットプロジェクトの記念グッズの一部

ロケットパーツ付き
TENGA ORIGINAL 

VACUUM CUP
¥750

SPACE TENGA
ロボ Tシャツ

¥5,000

漫☆画太郎×TENGA 
SPACE ドクミ&TENGA 社
長 Tシャツ ¥5,000

【予約販売】
スペースTENGAロボ

¥4,091

U.C.H.Uキャップ
¥ 3,600

販売場所：TENGA ROCKET STORE、TENGA公式オンラインストア
（ロケットパーツ付き TENGA ORIGINAL VACUUM CUP のみバラエティショップでも販売いたします）

2021年1月26日
株式会社 TENGA

※表示価格はすべて参考価格・税抜

https://tenga-store.com/news/1522/

	スライド番号 1
	目次
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8

