令和2年2月28日指定 知事監視製品(佐賀県告示第38号)

1

2

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
「2000kg POWER」と表示のある製品 「69Mania」と表示のある製品であっ
であって、その内容物が植物片のもの て、その内容物が植物片のもの

5

6

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
「dangerous smoke（販売名が
「FREEDOM」と表示のある製品であっ
Dangerous smokeであるものを含
て、その内容物が植物片のもの
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
次の写真に示すとおり、被包に「KING
Power（販売名がKING Power『届いた
瞬間に感じる当たりの香り合法ハー
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

10

3

4

次の写真に示すとおり、被包に「Alice 次の写真に示すとおり、被包に
time trip（販売名がAlice time trip『そ 「CORONA DASH」と表示のある製品
の名は殿堂入り！合法ハーブ』である であって、その内容物が植物片のもの
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

7

8

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
「Geronimo（販売名がGeronimo『重い 「Ghost」と表示のある製品であって、
系合法ハーブ』であるものを含む。）」 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

11

12

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「NEO
「LUXURY VIP（販売名がLUXURY VIP 「Natural energy」と表示のある製品で GOLD」と表示のある製品であって、そ
『セレブに人気のインポート合法ハー あって、その内容物が植物片のもの の内容物が植物片のもの
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
「NINJA REBORN（販売名がNINJA
REBORN『蘇ったプレミア忍者合法
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「Nitro
Monster（販売名がNitro Monster『爆
発力MAX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「noname（販売名がno-name『禁断合法
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
「PLANT HYBRID（販売名がPLANT
HYBRID『ナチュラルとの融合が生んだ
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
次の写真に示すとおり、被包に
「Queen beast」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

18

19

20

次の写真に示すとおり、被包に「RED 次の写真に示すとおり、被包に「Slow 次の写真に示すとおり、被包に
EYE SONIC」と表示のある製品であっ mush」と表示のある製品であって、そ 「Snake Violence」と表示のある製品
て、その内容物が植物片のもの
の内容物が植物片のもの
であって、その内容物が植物片のもの

22

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
「SUNSET Chronic（販売名がSUNSET 「TRICK MAX」と表示のある製品で
Chronic『ずっと黄昏（たそがれ）ていた あって、その内容物が植物片のもの
い…リラックス合法ハーブ』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

25

26

次の写真に示すとおり、被包に
「zombie零（販売名がZombie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「Ash
（販売名がアッシュであるものを含
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

23

24

次の写真に示すとおり、被包に「VIP
次の写真に示すとおり、被包に
MP-9」と表示のある製品であって、そ 「YOKUBOU」と表示のある製品であっ
の内容物が植物片のもの
て、その内容物が植物片のもの

27

28

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「紫煙
「Breath of fire（販売名がブレスオブ 淫乱」と表示のある製品であって、そ
ファイアであるものを含む。）」と表示の の内容物が植物片のもの
ある製品であって、その内容物が植物
片のもの

31

32

次の写真に示すとおり、被包に「自来 次の写真に示すとおり、被包に「禅」と 次の写真に示すとおり、被包に「着火 次の写真に示すとおり、被包に「刀
也（販売名が自来也『オラオラ系合法 表示のある製品であって、その内容物 FIRE（販売名が着火ファイアであるも KATANA」と表示のある製品であっ
ハーブ』であるものを含む。）」と表示 が植物片のもの
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
のある製品であって、その内容物が植
て、その内容物が植物片のもの
物片のもの
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33

34

次の写真に示すとおり、被包に「特攻
（販売名が特攻『勝利の合法ハーブ』
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「波海
HAKAI（販売名が波海 HAKAI『驚異
的な被害！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

37

38

次の写真に示すとおり、被包に「鴉
次の写真に示すとおり、被包に
KARASU（販売名が鴉 KARASU『世 「GALACTICA」と表示のある製品で
界が変わる合法ハーブ』であるものを あって、その内容物が固形状のもの
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

41

42

次の写真に示すとおり、被包に「MAX 次の写真に示すとおり、被包に「Sex
GO」と表示のある製品であって、その Adam（販売名がSex Adam『刺激Sex
内容物が固形状のもの
クリスタルmen's』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

45

46

次の写真に示すとおり、被包に「072
Midnight adventure（販売名が072
Midnight abventure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
「ANGEL the LAST（販売名がANGEL
the LAST『最終販売！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

35

36

次の写真に示すとおり、被包に「迷え 次の写真に示すとおり、被包に「乱舞」
る羊（販売名が迷える羊『大人の秘密 と表示のある製品であって、その内容
基地！合法ハーブ』であるものを含
物が植物片のもの
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

39

40

次の写真に示すとおり、被包に
「KIMESEKU -ABNORMAL-（販売名
がKIMESEKU ABNORMAL『異常性欲
者たち期待の合法香玉』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
「KIMESEKU -PREMIUM-（販売名が
KIMESEKU PREMIUM『もうキメセクしか
愛せない…合法香玉』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

43

44

次の写真に示すとおり、被包に「Sex 次の写真に示すとおり、被包に「万華
Eve（販売名がSex Eve『刺激Sexクリ 鏡RAN」と表示のある製品であって、
スタルlady's』であるものを含む。）」と その内容物が固形状のもの
表示のある製品であって、その内容物
が固形状のもの

47

48

次の写真に示すとおり、被包に「Brain 次の写真を付して「Death Killer(別名
Burst（販売名がBrain Burst【突き刺 死神)」の名称で販売される製品で
さる刺激は欲望をも奪う】であるものを あって、その内容物が液体のもの
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

次の写真に示すとおり、被包に
次の写真を付して「EXCITE Ball
「Doping - H（販売名がDoping - H
FINISH」の名称で販売される製品で
『最新型スペシャルエッチな合法リ
あって、その内容物が液体のもの
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

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
「Generic love sex4（販売名が
「GO!GO!Shot!」と表示のある製品で
Generic love SEX4であるものを含
あって、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
の内容物が液体のもの

57

58

51
次の写真を付して「EXCITE Ball
START」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

55

52
次の写真に示すとおり、被包に
「FLAME BOTTLE（販売名がFlame
bottle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

56

次の写真に示すとおり、被包に「HOT 次の写真に示すとおり、被包に
ACME」と表示のある製品であって、そ 「INAZUMA（販売名がINAZUMA『⚡⚡⚡
の内容物が液体のもの
刺激120％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

59

60

次の写真に示すとおり、被包に「Love 次の写真に示すとおり、被包に「METH 次の写真に示すとおり、被包に「NURE 次の写真に示すとおり、被包に「Sex
Hot」と表示のある製品であって、その SPEED-R」と表示のある製品であっ
NURE 姫 strawberry cold」と表示の Doll Maker」と表示のある製品であっ
内容物が液体のもの
て、その内容物が液体のもの
ある製品であって、その内容物が液体 て、その内容物が液体のもの
のもの

61
次の写真に示すとおり、被包に「SEX
FACES」と表示のある製品であって、
その内容物が液体のもの

62
次の写真に示すとおり、被包に「Sex
Poison」と表示のある製品であって、
その内容物が液体のもの

63

64

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
「SEXUAL SPIKE」と表示のある製品で 「Sperm（販売名がSperm『元気ビンビ
あって、その内容物が液体のもの
ン系パワフル合法リキッド』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
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65

66

67

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
「SPIDER Z（販売名がSPIDER Z『遂に 「SUPER ENEMAGRA」と表示のある製 「Tiger69」と表示のある製品であっ
お別れ！シリーズ最終品合法リキッ 品であって、その内容物が液体のもの て、その内容物が液体のもの
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

69
次の写真に示すとおり、被包に
「Ultimate☆Devil（販売名がUltimate
Devil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

73

70

71

68
次の写真に示すとおり、被包に「TShock」と表示のある製品であって、そ
の内容物が液体のもの

72

次の写真に示すとおり、被包に「X次の写真に示すとおり、被包に「ウケ・ 次の写真に示すとおり、被包に「くねく
Premium Premium Sex Type（販売名 前立腺ギメ」と表示のある製品であっ ね男（販売名がクネクネ男であるもの
がX-Premiumであるものを含む。）」と て、その内容物が液体のもの
を含む。）」と表示のある製品であっ
表示のある製品であって、その内容物
て、その内容物が液体のもの
が液体のもの

74

75

76

次の写真に示すとおり、被包に「けつ 次の写真に示すとおり、被包に「ゴメオ 次の写真に示すとおり、被包に「ゴメオ 次の写真に示すとおり、被包に「シャ
まん男 vol.21（販売名がけつまん男 XT」と表示のある製品であって、その 淫乱」と表示のある製品であって、そ ブり野郎」と表示のある製品であって、
VOL.21であるものを含む。）」と表示の 内容物が液体のもの
の内容物が液体のもの
その内容物が液体のもの
ある製品であって、その内容物が液体
のもの

77
次の写真に示すとおり、被包に「スー
パー・トコロテン」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のもの

78

79

80

次の写真に示すとおり、被包に
「Dream land（販売名がドリームランド
であるものを含む。）」と表示のある製
品であって、その内容物が液体のもの

次の写真に示すとおり、被包に「めし
べのお汁（販売名がめしべのお汁『も
う我慢の限界♡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「ตืน
เต ้น（販売名がตืนเต ้น
（興奮）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「一撃 次の写真に示すとおり、被包に「俺の 次の写真に示すとおり、被包に「覚醒 次の写真に示すとおり、被包に「鬼極」
淫烈」と表示のある製品であって、そ マシンガン（販売名が俺のマシンガン paradise」と表示のある製品であって、 と表示のある製品であって、その内容
の内容物が液体のもの
『ゲイのお客様に人気の香り合法リ
その内容物が液体のもの
物が液体のもの
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「極卍 次の写真に示すとおり、被包に「性煙 次の写真に示すとおり、被包に「赤鬼」 次の写真に示すとおり、被包に「闘魂
ゴメオ」と表示のある製品であって、そ ドロップ」と表示のある製品であって、 と表示のある製品であって、その内容 MAXXX（販売名が闘魂MAXXX『絶頂
の内容物が液体のもの
その内容物が液体のもの
物が液体のもの
アイス系合法リキッド』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

89

90

91

92

次の写真に示すとおり、被包に「脳狂
アナル（販売名が濃狂アナルであるも
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「万華
鏡華火（販売名が万華鏡華火『大人
気！大奥シリーズの最新作合法リキッ
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「∞
LOOP（販売名が∞loop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
「Cascade（販売名がCascade『自然と
流れ落ちる涙…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

93

94

95

96

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
「Daemon D.N.A」と表示のある製品で 「Ecstasy CAT」と表示のある製品で
あって、その内容物が粉末のもの
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
次の写真に示すとおり、被包に
「Ecstasy Love Sex」と表示のある製 「ecstasy time」と表示のある製品で
品であって、その内容物が粉末のもの あって、その内容物が粉末のもの
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97

98

99

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「es」と 次の写真に示すとおり、被包に
「Erotica9（販売名がErotica9『エロ過 表示のある製品であって、その内容物 「E.TOTEMO（販売名がIE.TOTEMO
ぎて中止になった合法パウの
が粉末のもの
『♥エロエロ合法パウ♥』であるもの
version9』であるものを含む。）」と表
を含む。）」と表示のある製品であっ
示のある製品であって、その内容物が
て、その内容物が粉末のもの
粉末のもの

101

102

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
「KUJIRA（販売名がKUJIRA『見た目 「MAHOROBA」と表示のある製品で
は可愛く中身は悪い合法パウ』である あって、その内容物が粉末のもの
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

105

106

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
「Perolian（販売名がPerolian『禁断の 「Pussy Crusher」と表示のある製品で
赤い実は悪魔の香り合法パウ』である あって、その内容物が粉末のもの
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

103

100
次の写真に示すとおり、被包に
「KAMUI（販売名がKAMUI『ヤバイ…３
時間もキスしてた？合法パウ』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

104

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
「Masterbate Master」と表示のある製 「perfect dream072（販売名が
品であって、その内容物が粉末のもの Perfect dream072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

107

108

次の写真に示すとおり、被包に「SEX
Hi-Vision（販売名がSEX Hi-vision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
UP（販売名がSEX UP『クレイジーキノ
コ合法パウ』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

111

次の写真を付して「SEX狂」の名称で 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「the
販売される製品であって、その内容物 「Singularity」と表示のある製品であっ Knight love shot」と表示のある製品
が粉末のもの
て、その内容物が粉末のもの
であって、その内容物が粉末のもの

112
次の写真に示すとおり、被包に「Time
Stop」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
次の写真に示すとおり、被包に
「GOLDEN LAMP（販売名がゴールデ
ン ランプであるものを含む。）」と表示
のある製品であって、その内容物が粉
末のもの

117

114

115

116

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「艶煙」 次の写真に示すとおり、被包に「鼓動
「DEATH EARTH（販売名がデスアー と表示のある製品であって、その内容 MAX」と表示のある製品であって、そ
スであるものを含む。）」と表示のある 物が粉末のもの
の内容物が粉末のもの
製品であって、その内容物が粉末のも
の

118

次の写真に示すとおり、被包に「和 な 次の写真を付して「合法アロマシート
ごみ」と表示のある製品であって、その 『真紅の女王』」の名称で販売される
内容物が粉末のもの
製品であって、その内容物がシート状
のもの

8/8

