
令和元年11月14日指定　知事監視製品(佐賀県告示第115号)

1 2 3 4
次の写真に示すとおり、被包に「Bitch
Queen（販売名がBitch Queen『１番エ
ロい合法ハーブ』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
「BLACK SPIRIT（販売名がBLACK
SPIRIT『悪い奴らは強いのが好き合法
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「Dark
Matter（販売名がDark Matter『深い
闇の世界へようそこ…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「Dick
Duck（販売名がDick Duck『もうダメ
～！！エロエロ合法ハーブが大暴走
ｗ』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

5 6 7 8
次の写真に示すとおり、被包に「FREE
Garden（販売名がFREE Garden『この
解放感は本物だ／リフレッシュ系合法
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「GOLD
H（販売名がGOLD H『ぶちあがる！！
黄金合法ハーブ』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「H
GUY（販売名がH GUY『人間のエロス
を引き出す合法ハーブ』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
「HAPPY 420（販売名がHAPPY 420
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

9 10 11 12
次の写真に示すとおり、被包に「KiLL
JET（販売名がKILL JET『～死への近
道～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「KOKO
NURE（販売名がKOKO NURE『ああぁ
～ココが濡れちゃう(;´Д｀)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「KONG
（販売名がKONG『NO！まったり
系！！純粋なキレキレ系合法ハー
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「Love
Pussy（販売名がLove Pussy『愛情型
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

13 14 15 16
次の写真に示すとおり、被包に「Magic
L.D.P（販売名がMagic L.D.『時に魔法
をかける合法ハーブ』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
「MORNING DASH（販売名が
MORNING DASH『朝からフルパワー♪
元気みなぎる合法ハーブ』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
「Rumble（販売名がRumble『突如くる
混乱と期待／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
BEACH（販売名がSEX BEACH『夏
だ！海だ！熱いSEXだ！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
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17 18 19 20
次の写真に示すとおり、被包に「SEXY
BOOST（販売名がSEXY BOOST『強
化されたセクシーブレンド合法ハーブ』
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「S-
magic（販売名がS-magic『すべてが
快楽になる合法ハーブ』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「T-
Blizzard（販売名がT-Blizzard『マイナ
ス６℃　凍るほど冷たい系合法ハー
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「THE
7（販売名がTHE 7『燃えるスペシャル
アッパー合法ハーブ』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

21 22 23 24
次の写真に示すとおり、被包に
「YAMETOKE」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「Joint
Ⅳ（販売名がジョイント５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
Diamond（販売名がセクシー ダイヤモ
ンドであるものを含む。）」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
「Dangerous Kiss（販売名がデンジャ
ラスキスであるものを含む。）」と表示
のある製品であって、その内容物が植
物片のもの

25 26 27 28
次の写真に示すとおり、被包に
「Mystery Power（販売名がミステリー
パワーであるものを含む。）」と表示の
ある製品であって、その内容物が植物
片のもの

次の写真に示すとおり、被包に「Love
Leaf HYBRID（販売名がラブリーフ ハ
イブリッドであるものを含む。）」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「赤龍
Ⅲ（販売名がレッドドラゴン３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「猥蜜
ノ葉（販売名が淫蜜ノ葉であるものを
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

29 30 31 32
次の写真に示すとおり、被包に「狂草」
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
「AKAME（販売名が赤目であるものを
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「馬
RIKING（販売名が馬RIKING『超絶元
気！夜専用合法ハーブ』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
「Champion Star（販売名がChampion
Star『キミがチャンピオン！数十分間
スターになった気分♪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

2/8



令和元年11月14日指定　知事監視製品(佐賀県告示第115号)

33 34 35 36
次の写真に示すとおり、被包に
「FANTAVISION（販売名が
FANTAVISION『初体験の衝撃感度♡
敏感系合法クリスタル』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「Fire
Ball（販売名がFire Ball『頭がおかしく
なるくらいの熱いセックス…赤玉』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

次の写真に示すとおり、被包に「Ice
Ball（販売名がICE Ball『覚醒シャキ
シャキ感♪青玉』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

次の写真に示すとおり、被包に
「Tunder Ball（販売名がThunder Ball
『最強のリラックスタイム黄色玉』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

37 38 39 40
次の写真を付して「2P-XEaテスター
（試品）」の名称で販売される製品で
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
「Akuma Spec-LS（販売名がAkuma
Spec-LS『LSは最強アッパー合法アロ
マ（混ぜるな危険）』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
「Akuma Spec-S（販売名がAkuma
Spec-S『Sは究極の幸せ合法アロマ
（混ぜるな危険）』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
「Akuma Spec-X（販売名がAkuma
Spec-X『Xは完全SEXタイプ合法アロ
マ（混ぜるな危険）』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

41 42 43 44
次の写真を付して「Dangerous
Kamikaze（カミカゼ）」の名称で販売さ
れる製品であって、その内容物が液
体のもの

次の写真に示すとおり、被包に
「Ecstasy Shotgun」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
「Electric598」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「Eros
Max 龍 Gold（販売名がEros Max 龍
Gold『絡みつくネバネバエッチ系合法
アロマリキッド』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

45 46 47 48
次の写真に示すとおり、被包に「Eros
Max 龍 Silver（販売名がEros Max
龍 Silver『激しすぎる強烈エッチ系合
法アロマリキッド』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「Fuck
Machine（販売名がFuck Machine『もう
触らないで！！思わず拒否してしまう
ほどの合法アロマ』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

次の写真に示すとおり、被包に「Old
Spice EX-F（販売名がOld Spice EX-
F『ヤバイFブレンド合法アロマリキッド』
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「Old
Spice EX-H（販売名がOld Spice EX-
H『♂♂におススメ！Ｈブレンド合法ア
ロマリキッド』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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49 50 51 52
次の写真に示すとおり、被包に
「Petting Weapon（販売名がPetting
Weapon『その時間は長く快楽的であ
る合法アロマリキッド』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

次の写真を付して「RED ZONE」の名
称で販売される製品であって、その内
容物が液体のもの

次の写真に示すとおり、被包に「SEX
Extreame DASH（販売名がSEX
Extreame DASH『最高のSEXまで駆
け抜けろ合法リキッド』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「Sex
of moon（販売名がSex of moon『緑
色の液体がセックスの深みへ導く合
法リキッド』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

53 54 55 56
次の写真に示すとおり、被包に「Sexy
Bitch」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「smile
DANGER ♀♀（販売名がsmile ♀♀
－レディ専用合法リキッド－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「smile
DANGER ♂♀（販売名がsmile ♂♀
－LGBT仕様合法リキッド－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「smile
DANGER ♂♂（販売名がsmile ♂♂
－メンズ仕様合法リキッド－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

57 58 59 60
次の写真に示すとおり、被包に
「Special liquid 2019 by aromadou
japan（販売名がSpecial liquid 2019
（by aromadou japan）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
「STRONG OIL 20%UP（販売名が
strong oil（20％UP）『強さがグレード
アップした合法濃縮オイル』であるもの
を含む。）」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの

次の写真に示すとおり、被包に
「TENGOKU for Men（販売名が
TENGOKU for Men『爽快エロメンズ用
合法アロマリキッ
ド』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

次の写真に示すとおり、被包に
「TENGOKU for Women（販売名が
TENGOKU for Women『敏感エロ女子
用合法アロマリキッド』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

61 62 63 64
次の写真に示すとおり、被包に「Vagi
MAX dope-S（販売名がVagi MAX
dope-S『大興奮の合法アロマリキッド』
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「Vagi
MAX dope-T（販売名がVagi MAX
dope-T『大興奮の合法アロマリキッド
／ロングタイムVer』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
「Vaginal Juice EX（販売名がVaginal
Juice EX『あそこの香りは人に刺激を
与える／合法アロマリキッド』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「あや
つり姫（販売名があやつり姫『絶対服
従！強制ペット型合法アロマリキッド』
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「いい
なりポーション（販売名がいいなりポー
ション『これであの人は君の言いなり♡
合法リキッド』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「オナ
ぴー 竿専（販売名がオナぴー 竿専
『おなぴーが病みつきになる男子専用
合法リキッド』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「オナ
ぴー 穴専（販売名がオナぴー 穴専
『おなぴーがもっと大好きになる女子
専用合法リキッド』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
「Kiss100%（販売名がキス100％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

69 70 71 72
次の写真に示すとおり、被包に「キメ・
ゴメオ」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「キメ
鬼狂」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「けつ
まん男（直）」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「けつ
まん男２」と表示のある製品であって、
その内容物が液体のもの

73 74 75 76
次の写真に示すとおり、被包に
「ghost.R（販売名がゴーストリターンズ
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「ゴメオ
SP（販売名がゴメオSP（サマースペ
シャル）であるものを含む。）」と表示の
ある製品であって、その内容物が液体
のもの

次の写真に示すとおり、被包に「SEX
JAPAN FIGHTERS 乱（販売名がジャ
パンSEXファイターズであるものを含
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「sex
time ７（販売名がセックスタイム７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

77 78 79 80
次の写真に示すとおり、被包に「トコロ
テンMAX」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「ドライ
オーガズム昇天」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
「DRAGON UPPER（販売名がドラゴン
アッパーであるものを含む。）」と表示
のある製品であって、その内容物が液
体のもの

次の写真に示すとおり、被包に「drunk
girl（販売名がドランクガールであるも
のを含む。）」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの
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81 82 83 84
次の写真に示すとおり、被包に「どんぐ
り part１」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「ヌき
ん具 吸（販売名がヌきん具 吸『上専
用！抜きすぎ注意合法リキッド』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「ヌき
ん具 壺（販売名がヌきん具 壺『下専
用！ぬけすぎちゃう合法アロマリキッ
ド』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「バー
ジンホット（販売名がバージンホット
『初体験をリトライ♡合法リキッド』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

85 86 87 88
次の写真に示すとおり、被包に
「Heartbeat（販売名がハートビートであ
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「めっ
ちゃエロス（販売名がめっちゃエロス－
紅『とことんイカせたいあなたへ合法リ
キッド』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「めっ
ちゃエロス（販売名がめっちゃエロス－
碧『とことんイキたいあなたへ合法リ
キッド』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「快感
コースター（販売名が快感コースター
『絶叫する快感！合法アロマリキッド』
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

89 90 91 92
次の写真に示すとおり、被包に「鬼禁
ダラダラ」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「禁断
Lemon －響－（販売名が禁断レモン
～響～『S級クラス特別発注合法アロ
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「失禁
スプラッシュ」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「真夜
中のWani（販売名が真夜中のWani
『淫乱合法アロマリキッド』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

93 94 95 96
次の写真に示すとおり、被包に「凄姫
～Sugohime～1000（販売名が凄姫
～Sugohime～1000『エロを求める乙
女たちへ♡ビギナー用やさしいタイプ』
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「凄姫
～Sugohime～2000（販売名が凄姫
～Sugohime～2000『エロを求める乙
女たちへ♡プロ用超絶タイプ』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「監禁
人形（販売名が征服人形であるものを
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「性感
帯グリグリ」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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97 98 99 100
次の写真に示すとおり、被包に「性獣
アナル」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「Be
Strong（販売名が増強サプリであるも
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
「NURENURE GIRL（販売名が濡れ濡
れガールであるものを含む。）」と表示
のある製品であって、その内容物が液
体のもの

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

101 102 103 104
次の写真に示すとおり、被包に「連続
Dry（販売名が連続Dry『君の連続記
録を更新しちゃう合法アロマリキッド』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
「Chemistry（販売名がChemistry『人
間は壊れる物だ合法パウダー』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
「Gravite（販売名がGravite『異次元
の空間が目の前に広がった ！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「KING
SEX」と表示のある製品であって、その
内容物が粉末のもの

105 106 107 108
次の写真に示すとおり、被包に
「Midnight City」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
「Psycho Peace（販売名がPsycho
Peace『出た！！妖術使いの合法パウ
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「Sea
Gang（販売名がSea Gang『本場の
ギャングが好むホワイトの香り』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「UBU
（販売名がUBU『めっちゃエロい合法パ
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

109 110 111 112
次の写真に示すとおり、被包に
「endless shock（販売名がエンドレス
ショックであるものを含む。）」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「SEX
is money（販売名がセックスイズマ
ネ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
「DEATH MATCH（販売名がデスマッ
チであるものを含む。）」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「狂乱
スピード」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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113 114 115 116
次の写真に示すとおり、被包に「真珠
夜（販売名が真珠夜『勝負の夜はこ
れでキマり合法パウダー』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「十字
監禁」と表示のある製品であって、そ
の内容物が粉末のもの

次の写真を付して「合法クリーム
2.5G」の名称で販売される製品であっ
て、その内容物がゲル状のもの

次の写真に示すとおり、被包に「潤王
（販売名が潤王『ヌルヌル極エロ合法
ジェル』であるものを含む。）」と表示の
ある製品であって、その内容物がゲル
状のもの
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