令和元年８月29日指定 知事監視製品(佐賀県告示第60号)

1
次の写真に示すとおり、被包に
「butterfly sex（販売名が
Butterfly SEXであるものを含
む。）」と表示のある製品であっ
て、その内容物が植物片のもの

2

3

4

次の写真に示すとおり、被包に
「Ecstasy XXX」と表示のある製品
であって、その内容物が植物片の
もの

次の写真に示すとおり、被包に「Fire
Bomb（販売名がFire Bomb『燃えたぎ
るような爆発力！合法ハーブ』である
ものを含む。）」と表示のある製品で
あって、その内容物が植物片のもの

次の写真に示すとおり、被包に
「HYBRID HERB (by shotgun)」と
表示のある製品であって、その内
容物が植物片のもの

5

6

7

8

次の写真に示すとおり、被包に
「KUSARI（販売名がKUSARI『この時代
に強すぎる合法ハーブ』であるものを
含む。）」と表示のある製品であって、
その内容物が植物片のもの

次の写真に示すとおり、被包に「Sex
Bomber super harb（販売名がSex
Bomber(Super harb)であるものを含
む。）」と表示のある製品であって、そ
の内容物が植物片のもの

次の写真に示すとおり、被包に「Sexy
Hi（販売名がSEXY Hi『めっちゃハイな
のにエッチもいける！新感覚派ハー
ブ』であるものを含む。）」と表示のある
製品であって、その内容物が植物片
のもの

次の写真に示すとおり、被包に「SOLID
SMOKE（販売名がSOLID SMOKE『遂
に変化した最新型合法ハーブ』である
ものを含む。）」と表示のある製品で
あって、その内容物が植物片のもの

11

12

9

10

次の写真に示すとおり、被包に
「Spider Hole（販売名がspider Hole
『笑いの地獄から抜け出せない合法
ハーブ』であるものを含む。）」と表示
のある製品であって、その内容物が植
物片のもの

次の写真に示すとおり、被包に
「SPIRAL HERB GW（販売名が
SPIRAL Level.32『名作復刻／NO.1ブ
ランドの金字塔プレミアムハーブ』であ
るものを含む。）」と表示のある製品で
あって、その内容物が植物片のもの

次の写真に示すとおり、被包に「淫
次の写真に示すとおり、被包に
Pact（販売名が淫Pact『淫らにぶっ飛 「覇王」と表示のある製品であっ
ぶ合法ハーブ』であるものを含む。）」 て、その内容物が植物片のもの
と表示のある製品であって、その内容
物が植物片のもの

13

14

15

16

次の写真に示すとおり、被包に「秘宝
皆伝 紅達磨（販売名が秘宝皆伝 紅
達磨『秘密の香りは昔ながらの刺激系
合法ハーブ』であるものを含む。）」と
表示のある製品であって、その内容物
が植物片のもの

次の写真に示すとおり、被包に
「Diamond Drive（販売名がDiamond
Drive『ハイスピードで天国ゾーン確
定！合法クリスタル』であるものを含
む。）」と表示のある製品であって、そ
の内容物が固形状のもの

次の写真に示すとおり、被包に「Love
Fantasy（販売名がLove Fantasy『爽
快すぎる多幸感に鳥肌が立った…合
法クリスタル』であるものを含む。）」と
表示のある製品であって、その内容物
が固形状のもの

次の写真に示すとおり、被包に
「Mgical TRIP（販売名がMgical TRIP
『遂に通常販売解禁！！純白玉』で
あるものを含む。）」と表示のある製品
であって、その内容物が固形状のもの
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17

18

19

次の写真に示すとおり、被包に「S（販 次の写真に示すとおり、被包に
次の写真に示すとおり、被包に
売名がS『誰にも邪魔できない幸せタ 「69」と表示のある製品であって、 「18+」と表示のある製品であっ
イム…合法香玉』であるものを含
その内容物が液体のもの
て、その内容物が液体のもの
む。）」と表示のある製品であって、そ
の内容物が固形状のもの

20
次の写真に示すとおり、被包に
「COCOMO（販売名がCOCOMO『ハワ
イに行かなくてもここは最高のリゾート
合法アロマ』であるものを含む。）」と表
示のある製品であって、その内容物が
液体のもの

21

22

23

24

次の写真に示すとおり、被包に
「ecstasy trip」と表示のある製品
であって、その内容物が液体のも
の

次の写真に示すとおり、被包に「FIRE
HEAD（販売名がFIRE HEAD『久々の
熱い液体！合法アロマ』であるものを
含む。）」と表示のある製品であって、
その内容物が液体のもの

次の写真に示すとおり、被包に「ハメド
リーマー HAME DREAMER（販売名が
HAME DREAMER『夢か現実かは分か
らない合法アロマ』であるものを含
む。）」と表示のある製品であって、そ
の内容物が液体のもの

次の写真に示すとおり、被包に「Junky
Monster（販売名がJunky Monster
『バケモノ感がたまらない合法アロマ』
であるものを含む。）」と表示のある製
品であって、その内容物が液体のもの

25

26

27

次の写真に示すとおり、被包に
「LGBT」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの

29

次の写真に示すとおり、被包に「Mega
次の写真に示すとおり、被包に
「MAXゴメオ」と表示のある製品で Dopyu（販売名がMega Dopyu『男も
あって、その内容物が液体のもの 女も色々出すぎちゃう♡合法アロマ』で
あるものを含む。）」と表示のある製品
であって、その内容物が液体のもの

30

31

次の写真に示すとおり、被包に
次の写真に示すとおり、被包に
次の写真に示すとおり、被包に
「RASHバイァグラ」と表示のある製 「RASH淫乱」と表示のある製品で 「RASH拡張」と表示のある製品で
品であって、その内容物が液体の あって、その内容物が液体のもの あって、その内容物が液体のもの
もの

28
次の写真に示すとおり、被包に
「PAIZOO（販売名がPAIZOO『全部が
気持ち良い極上合法アロマ』であるも
のを含む。）」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの

32
次の写真に示すとおり、被包に「REAL
EROS（販売名がREAL EROS『リアル
に感じるエロス合法アロマ』であるもの
を含む。）」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの
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33

34

35

36

次の写真に示すとおり、被包に
「SEX MACHINE」と表示のある製
品であって、その内容物が液体の
もの

次の写真に示すとおり、被包に
「SPIRAL AROMA GW（販売名が
SPIRAL『名作復刻／NO.1ブランドの
金字塔プレミアムアロマ』であるものを
含む。）」と表示のある製品であって、
その内容物が液体のもの

次の写真に示すとおり、被包に「あな
Master（販売名があなMaster『皆が
待っていた？！アナ専合法アロマ』で
あるものを含む。）」と表示のある製品
であって、その内容物が液体のもの

次の写真に示すとおり、被包に「ア
ナルフィスト(直)」と表示のある製
品であって、その内容物が液体の
もの

37

38

39

40

次の写真に示すとおり、被包に
次の写真に示すとおり、被包に「ガ 次の写真に示すとおり、被包に「キ 次の写真に示すとおり、被包に「ケ
「オーガズムリキッド」と表示のある ンギメ・ウケ」と表示のある製品で メ肉便器」と表示のある製品で
ツマンコ」と表示のある製品であっ
製品であって、その内容物が液体 あって、その内容物が液体のもの あって、その内容物が液体のもの て、その内容物が液体のもの
のもの

41

42

43

次の写真に示すとおり、被包に「ド 次の写真に示すとおり、被包に「ナ 次の写真に示すとおり、被包に「ヌル
ロドロ性行」と表示のある製品で
イトサプリ +Plus（販売名がナイトサ 地獄（販売名がヌル地獄『ヌルヌルド
あって、その内容物が液体のもの プリ +plusであるものを含む。）」と ロロエッチ合法アロマ』であるものを含
表示のある製品であって、その内 む。）」と表示のある製品であって、そ
の内容物が液体のもの
容物が液体のもの

45

46

47

44
次の写真に示すとおり、被包に「ぶっと
びオナニグマ（販売名がぶっとびオナ
ニグマ『初恋級の爆発力！合法アロ
マ』であるものを含む。）」と表示のある
製品であって、その内容物が液体のも
の

48

次の写真に示すとおり、被包に「メ 次の写真に示すとおり、被包に「阿修 次の写真に示すとおり、被包に「阿修 次の写真に示すとおり、被包に「阿修
スイキ」と表示のある製品であっ 羅 鬼締（販売名が阿修羅 鬼締『超 羅 濡如（販売名が阿修羅 濡如『その 羅 勃廻（販売名が阿修羅 勃廻『幾
絶な締まりが穴を襲う合法リキッド』で 濡れ方は正に異常…合法リキッド』で 度となく廻ってくる熱く凄い時間…合
て、その内容物が液体のもの

あるものを含む。）」と表示のある製品 あるものを含む。）」と表示のある製品 法リキッド』であるものを含む。）」と表
であって、その内容物が液体のもの
であって、その内容物が液体のもの
示のある製品であって、その内容物が
液体のもの
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49

50

51

52

次の写真に示すとおり、被包に「月夜 次の写真に示すとおり、被包に
次の写真に示すとおり、被包に
次の写真に示すとおり、被包に
「狂マゾヒスト」と表示のある製品で 「狂濡サプリ」と表示のある製品で の華雫（販売名が月夜の華雫『たっぷ 「拷問ドロドロ」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のもの あって、その内容物が液体のもの りのエッチに酔いしれる合法アロマ』で あって、その内容物が液体のもの
あるものを含む。）」と表示のある製品
であって、その内容物が液体のもの

53

54

55

56

次の写真に示すとおり、被包に「生専 次の写真に示すとおり、被包に
次の写真に示すとおり、被包に
次の写真に示すとおり、被包に
「性暴サプリ」と表示のある製品で 用 P-Liquid（販売名が生専用 P「MAX HIGH⤴（販売名がMAX
「操人形♀」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のもの Liquid『こっちの世界へ戻っておいで♡ HIGT↑であるものを含む。）」と表 あって、その内容物が液体のもの
合法アロマ』であるものを含む。）」と表 示のある製品であって、その内容
示のある製品であって、その内容物が
物が粉末のもの
液体のもの

57

58

59

60

次の写真に示すとおり、被包に「魔神
次の写真に示すとおり、被包に
次の写真に示すとおり、被包に
次の写真に示すとおり、被包に
「潮吹き♂」と表示のある製品で 「潮吹きラッシュ」と表示のある製 「分泌液トロトロ」と表示のある製品 香 トロ専（販売名が魔神香 トロ専『ダ
あって、その内容物が液体のもの 品であって、その内容物が液体の であって、その内容物が液体のも ウナーの極み／最強シリーズの合法
アロマ』であるものを含む。）」と表示の
もの
の
ある製品であって、その内容物が液体
のもの

61
次の写真に示すとおり、被包に「魔神
香 狂奏（販売名が魔神香 狂奏『これ
までにない新たな多幸／最強シリーズ
の合法アロマ』であるものを含む。）」と
表示のある製品であって、その内容物
が液体のもの

62

63

64

次の写真に示すとおり、被包に「魔神 次の写真に示すとおり、被包に
次の写真に示すとおり、被包に
香 性獣（販売名が魔神香 性獣『頂 「夜サプリ」と表示のある製品で
「野獣ゴメオ」と表示のある製品で
上アッパー／最強シリーズの合法アロ あって、その内容物が液体のもの あって、その内容物が液体のもの
マ』であるものを含む。）」と表示のある
製品であって、その内容物が液体のも
の
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65

66

67

68

次の写真に示すとおり、被包に「連射
Grenade（販売名が連射Grenade『連
続発射OK！あぁ止まらない！！合法
アロマ』であるものを含む。）」と表示の
ある製品であって、その内容物が液体
のもの

次の写真に示すとおり、被包に「萬亀
（販売名が萬亀『マンもカメも両方イケ
る！コスパ◎合法アロマ』であるものを
含む。）」と表示のある製品であって、
その内容物が液体のもの

次の写真に示すとおり、被包に「001
Heaven（販売名が001 Heaven『天国
まで秒速昇天／合法パウダー』である
ものを含む。）」と表示のある製品で
あって、その内容物が粉末のもの

次の写真に示すとおり、被包に
「BORN TO RIDE」と表示のある製
品であって、その内容物が粉末の
もの

69

70

71

72

次の写真に示すとおり、被包に
「DEEEEP's（販売名がDEEEEP's『深
みにハマっちゃう合法パウダー』である
ものを含む。）」と表示のある製品で
あって、その内容物が粉末のもの

次の写真に示すとおり、被包に
「HYPER ZONE（販売名がHYPER
ZONE『ゾーンに入った俺はもう止めら
れない合法パウダー』であるものを含
む。）」と表示のある製品であって、そ
の内容物が粉末のもの

次の写真に示すとおり、被包に
「NIGHT RODDY（販売名がNIGHT
RODDY『昼は真面目！夜は暴れ馬！
合法パウダー』であるものを含む。）」と
表示のある製品であって、その内容物
が粉末のもの

次の写真に示すとおり、被包に
「Vantage（販売名がVantage『有能す
ぎる合法パウダー』であるものを含
む。）」と表示のある製品であって、そ
の内容物が粉末のもの

73

74

75

76

次の写真に示すとおり、被包に「イラズ 次の写真に示すとおり、被包に「ガ 次の写真に示すとおり、被包に「と 次の写真に示すとおり、被包に
ラ仙花（販売名がイラズラ仙花『絶対 ン キメセク」と表示のある製品で ろける２」と表示のある製品であっ 「狂姫」と表示のある製品であっ
イライラしないとっても幸せなお花の合 あって、その内容物が粉末のもの て、その内容物が粉末のもの
て、その内容物が粉末のもの
法パウダー』であるものを含む。）」と表
示のある製品であって、その内容物が
粉末のもの

77

78

79

80

次の写真に示すとおり、被包に
「爆キメ」と表示のある製品であっ
て、その内容物が粉末のもの
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