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 佐賀県告示第 13号 

 佐賀県危険な薬物から県民の命とくらしを守る条例（平成 26 年佐賀県条例

第 87 号。以下「条例」という｡）第 13 条第１項の規定により、知事監視製品

を次のとおり指定し、令和３年１月 23日から施行する。 

  令和３年１月 22日 

               佐賀県知事  山  口  祥  義    

１ 知事監視製品 

(1) 次の写真に示すとおり、被包に「Adrena Crysta」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) 次の写真に示すとおり、被包に「BLACK TWIST X cution」と表示のあ

る製品であって、その内容物が植物片のもの 

(3) 次の写真に示すとおり、被包に「BRAZIL（販売名が BRAZIL MAX 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 

(4) 次の写真に示すとおり、被包に「FEELING Boost Label」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) 次の写真に示すとおり、被包に「HOT SHOT」と表示のある製品であっ

て、その内容物が植物片のもの 

(6) 次の写真に示すとおり、被包に「HYBRID g」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) 次の写真に示すとおり、被包に「Heart Killer KAMUI（販売名が KAMUI

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 

(8) 次の写真に示すとおり、被包に「KING FANG」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「magical trigger」と表示のある製品
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であって、その内容物が植物片のもの 

(10) 次の写真に示すとおり、被包に「MIRRAGE（販売名が MIRAGE 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) 次の写真に示すとおり、被包に「NEON（販売名が NEON（ネオン）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 

(12) 次の写真に示すとおり、被包に「OVER RUN CUSTOM」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) 次の写真に示すとおり、被包に「PASSOMO AGEHA（販売名が PASSIOMO 

AGEHA 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 

(14) 次の写真に示すとおり、被包に「Pussy Punisher」と表示のある製品

であって、その内容物が植物片のもの 

(15) 次の写真に示すとおり、被包に「Scream」と表示のある製品であって、

その内容物が植物片のもの 

(16) 次の写真に示すとおり、被包に「SEXIST HARD PUNCHER」と表示のあ

る製品であって、その内容物が植物片のもの 

(17) 次の写真に示すとおり、被包に「SUPER STRONG」と表示のある製品で

あって、その内容物が植物片のもの 

(18) 次の写真に示すとおり、被包に「THE HAZARD（販売名が THE HAZERD

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 

(19) 次の写真に示すとおり、被包に「GreenDash（販売名が【GreenDash】

Strawberry heart 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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(20) 次の写真に示すとおり、被包に「5MEO-DMT（WAKE-UP）」と表示のあ

る製品であって、その内容物が液体のもの 

(21) 次の写真に示すとおり、被包に「5-MeO-DMT_DsKxy」と表示のある製

品であって、その内容物が液体のもの 

(22) 次の写真に示すとおり、被包に「BAT sexy in night」と表示のある

製品であって、その内容物が液体のもの 

(23) 次の写真に示すとおり、被包に「BENZO FURY（販売名が Benzo-fury 

ベンゾフューリ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 

(24) 次の写真に示すとおり、被包に「BOLT」と表示のある製品であって、

その内容物が液体のもの 

(25) 次の写真に示すとおり、被包に「Candy（販売名が CANDY（キャンデ

ィー）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 

(26) 次の写真を付して「crazy night 2009」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 

(27) 次の写真に示すとおり、被包に「DIADORA」と表示のある製品であっ

て、その内容物が液体のもの 

(28) 次の写真に示すとおり、被包に「DROP OFF 2ND AW HAZE PINK GRADE

（販売名が DROP OFF PINK GRADE 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 

(29) 次の写真に示すとおり、被包に「Fairy Spark」と表示のある製品で

あって、その内容物が液体のもの 

(30) 次の写真に示すとおり、被包に「Hammer Sex（販売名が Hammer Sex

（ハンマーセックス）であるものを含む｡）」と表示のある製品であって、
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その内容物が液体のもの 

(31) 次の写真に示すとおり、被包に「HOT Breez」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「HYPER DIVE」と表示のある製品であ

って、その内容物が液体のもの 

(33) 次の写真に示すとおり、被包に「HYPER FLYING NIGHT」と表示のある

製品であって、その内容物が液体のもの 

(34) 次の写真に示すとおり、被包に「HYPNOTIC BLUE」と表示のある製品

であって、その内容物が液体のもの 

(35) 次の写真に示すとおり、被包に「INDESENT」と表示のある製品であっ

て、その内容物が液体のもの 

(36) 次の写真に示すとおり、被包に「K-MIND（販売名が K-MIND ケーマン

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 

(37) 次の写真に示すとおり、被包に「Lesbian DEVIL KISS」と表示のある

製品であって、その内容物が液体のもの 

(38) 次の写真に示すとおり、被包に「MAXIMUM GAY LIQUID（販売名が

Maximum Gay Liquid（マキシマムゲイリキッド）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 

(39) 次の写真に示すとおり、被包に「NEO CRISTALIUS EFFECT（販売名が

NEO CRISTALIUS EFFECT ネオクリスタリウスエフェクトであるものを含

む｡）」と表示のある製品であって、その内容物が液体のもの 

(40) 次の写真に示すとおり、被包に「NEO CRISTALIUS FINE（販売名が NEO 

CRISTALIUS FINE ネオクリスタリウスファインであるものを含む｡）」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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(41) 次の写真に示すとおり、被包に「nymphomaniac HYPER DEEP 4th（販

売名が nymphomaniac 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 

(42) 次の写真に示すとおり、被包に「RAW SHOCK」と表示のある製品であ

って、その内容物が液体のもの 

(43) 次の写真に示すとおり、被包に「se mouiller」と表示のある製品で

あって、その内容物が液体のもの 

(44) 次の写真に示すとおり、被包に「SUPRA type X」と表示のある製品で

あって、その内容物が液体のもの 

(45) 次の写真に示すとおり、被包に「SWEET SIXTEEN（販売名が sweet 

sixteen 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 

(46) 次の写真に示すとおり、被包に「ULTIMATE NEO SEXIM」と表示のある

製品であって、その内容物が液体のもの 

(47) 次の写真に示すとおり、被包に「オス潮吹き」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「スーパー肉便器」と表示のある製品

であって、その内容物が液体のもの 

(49) 次の写真に示すとおり、被包に「タチ狂」と表示のある製品であって、

その内容物が液体のもの 

(50) 次の写真に示すとおり、被包に「淫乱ケツマンコ２（販売名が淫乱ケ

ツマンコ２（復刻）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 

(51) 次の写真に示すとおり、被包に「鬼舐め（販売名が鬼咥めであるもの

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 



6 

(52) 次の写真に示すとおり、被包に「狂アナルフィスト（販売名が狂アナ

ルファス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 

(53) 次の写真に示すとおり、被包に「拘束ギメ」と表示のある製品であっ

て、その内容物が液体のもの 

(54) 次の写真を付して「秋の secret（内緒）リキッド」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) 次の写真に示すとおり、被包に「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 

(56) 次の写真に示すとおり、被包に「前立腺 MAX（販売名が前立腺 MAX

（ウケ MAX）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) 次の写真に示すとおり、被包に「Brain Dope」と表示のある製品であ

って、その内容物が固形状のもの 

(58) 次の写真に示すとおり、被包に「Bump Dash」と表示のある製品であ

って、その内容物が固形状のもの 

(59) 次の写真に示すとおり、被包に「mantos come ON（販売名が mantos 

come on 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 

(60) 次の写真に示すとおり、被包に「Nonstop Wave」と表示のある製品で

あって、その内容物が固形状のもの 

(61) 次の写真に示すとおり、被包に「VIBRATION」と表示のある製品であ

って、その内容物が固形状のもの 

(62) 次の写真に示すとおり、被包に「VIRGIN STAR」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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(63) 次の写真に示すとおり、被包に「Butterfly Ecstasy（販売名が

Butterfly Ecstasy（バタフライエクスタシー）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 

(64) 次の写真に示すとおり、被包に「CODE-1 charge powder（販売名が

CHARGE チャージであるものを含む｡）」と表示のある製品であって、その

内容物が粉末のもの 

(65) 次の写真に示すとおり、被包に「DOIT RE:」と表示のある製品であっ

て、その内容物が粉末のもの 

(66) 次の写真に示すとおり、被包に「Enigmania」と表示のある製品であ

って、その内容物が粉末のもの 

(67) 次の写真に示すとおり、被包に「GOLDEN（販売名が GOLDEN（ゴール

デン）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 

(68) 次の写真に示すとおり、被包に「GREEN GENIE（販売名が Green Genie 

グリーンジーニ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 

(69) 次の写真に示すとおり、被包に「MODE CHAOS Endless Orgasm（販売

名が MODE CHAOS 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 

(70) 次の写真に示すとおり、被包に「PINK PANTHERS EFFECT（販売名が

PINK PANTHERS EFFECT ピンクパンサーエフェクトであるものを含む｡）」

と表示のある製品であって、その内容物が粉末のもの 

(71) 次の写真に示すとおり、被包に「PINK PANTHERS FINE（販売名が PINK 

PANTHERS FINE ピンクパンサーファインであるものを含む｡）」と表示の

ある製品であって、その内容物が粉末のもの 
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(72) 次の写真に示すとおり、被包に「SOUTHERN CROSS」と表示のある製品

であって、その内容物が粉末のもの 

(73) 次の写真に示すとおり、被包に「狂ギメ（販売名が狂ギメ (ウケ系パ

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 

(74) 次の写真を付して「激凄」の名称で販売される製品であって、その内

容物が粉末のもの 

（「次の写真」は、省略し、その写真を佐賀県健康福祉部薬務課に備え置

いて、及び佐賀県ホームページにおいて縦覧に供する｡） 

２ 指定の理由 

条例第２条第７号に掲げる薬物に該当し、吸入、摂取その他の方法により

身体に使用されるおそれがあると認められるため 


