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 佐賀県告示第 71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３月 16日から施行する。 

  令和３年３月 15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「Boost One」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「FEEL OPIUM」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「GOLD Dick」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「HEART KILLER III」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「Hyper Def」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「KATANA 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 

(7) 次の写真に示すとおり、被包に「LA MAX STAR」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「LONG 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 

(9) 次の写真に示すとおり、被包に「Meteo Blast」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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(10) 次の写真に示すとおり、被包に「Monster Edition Hungry」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「Rigoletta」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「ROMEO CUBA（販売名が RODEO CUBA

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) 次の写真に示すとおり、被包に「SEXY Shocker」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「Sexy BERRY（販売名が sexy 

strawberry 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 

(15) 次の写真に示すとおり、被包に「Street rider」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「Tripper Zone」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「ULTRA CORE」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「Super Silver Haze STRONG（販売名

がスーパーシルバーヘイズ Strong（Super Silver Haze）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「Super Silver Haze HAVEN STRONG

（販売名がスーパーシルバーヘイズヘブン Strong（Super Silver Haze 

Haven）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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(20) 次の写真に示すとおり、被包に「THE SUPER LEMON HAZE Strong（販

売名がスーパーレモンヘイズ Strong 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) 次の写真に示すとおり、被包に「THE SUPER LEMON HAVEN Strong（販

売名がスーパーレモンヘイズヘブン Strong 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 

(22) 次の写真に示すとおり、被包に「Diamond Girl 3 by Chemical Herb

（販売名がダイアモンドガール３（Diamond Girl）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 

(23) 次の写真に示すとおり、被包に「RED DRAGON Strong（販売名がレッ

ドドラゴン Strong（RED DRAGON ）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 

(24) 次の写真に示すとおり、被包に「虎剛 KOGO（販売名が虎剛（KOGO）

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) 次の写真に示すとおり、被包に「K4（販売名が【K】Version-Ⅳ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) 次の写真に示すとおり、被包に「8  BALL POOL（販売名が8 POOL BALL

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 

(27) 次の写真に示すとおり、被包に「Ageha Dream 3」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「Ashed Force DRY」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「BLACK MAGIC（販売名が BLACK MAGIK
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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) 次の写真に示すとおり、被包に「BURST LIMITED」と表示のある製品

であって、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「Carmen（販売名が Carmen（カルメ

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 

(32) 次の写真に示すとおり、被包に「COBRA TWIST」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「Crystal FUSION」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「Cunt Panic（販売名が Cunt Panic～

アヘアヘのイキ狂い～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) 次の写真に示すとおり、被包に「EGO SUPER HAZE-T」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「Excite Fuze」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「FIRST TIME GAY xxx HOT EROTIC（販

売名が FIRST TIME GAY（xxx hot.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 

(38) 次の写真に示すとおり、被包に「G SHOT」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「GAY CRAZY SEX」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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(40) 次の写真に示すとおり、被包に「GAY EXPLOSION（販売名が GAY 

EXPANSION 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) 次の写真に示すとおり、被包に「GAY LONG TIME」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「GOMESS（販売名が GOMESS（ゴメス）

であるものを含む｡）」と表示のある製品であって、その内容物が液体の

もの 

(43) 次の写真に示すとおり、被包に「HONEY HOLE」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「HOT DOGGY」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「IBIZA」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「LGBT FLASH」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「LOVE MAKER PRO」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「LOVE Taboo（販売名が LOVE TABOO

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 

(49) 次の写真に示すとおり、被包に「MAXINIUM」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「Miracle Rainbow」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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(51) 次の写真に示すとおり、被包に「MONSTER Killer（販売名が MONSTAR 

Killer 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 

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

あって、その内容物が液体のもの 

(53) 次の写真を付して「order 瓶系アロマ（007）」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 

(54) 次の写真に示すとおり、被包に「OXI-EMF 95%（販売名が OXI-EFM 

（95%）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 

(55) 次の写真に示すとおり、被包に「PASSION（販売名が PASSION（パッ

ション）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 

(56) 次の写真に示すとおり、被包に「SEXTREAM MONSTER」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「SILKY MILKY TIME」と表示のある製

品であって、その内容物が液体のもの 

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

あって、その内容物が液体のもの 

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

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 

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

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「XXX Gay（販売名が XXX GAY である
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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) 次の写真に示すとおり、被包に「ECSTASY Wave4（販売名がエクスタ

シーウエーブ４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 

(63) 次の写真に示すとおり、被包に「ECSTASY Wave5（販売名がエクスタ

シーウエーブ５であるものを含む｡）」と表示のある製品であって、その

内容物が液体のもの 

(64) 次の写真に示すとおり、被包に「Slumberland（販売名がスランバー

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 

(65) 次の写真に示すとおり、被包に「Slumberland Wave（販売名がスラ

ンバーランドウエーブであるものを含む｡）」と表示のある製品であって、

その内容物が液体のもの 

(66) 次の写真に示すとおり、被包に「Slumberland Crystal（販売名がス

ランバーランド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、その内容物が液体のもの 

(67) 次の写真に示すとおり、被包に「マゾヒスト狂」と表示のある製品で

あって、その内容物が液体のもの 

(68) 次の写真に示すとおり、被包に「悶絶けつまんこ」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「LIGHTNING」と表示のある製品であ

って、その内容物が固形状のもの 

(70) 次の写真に示すとおり、被包に「MELLOW SPECIAL GM2000」と表示の

ある製品であって、その内容物が固形状のもの 

(71) 次の写真を付して「VS-CHEMISTRY データを超えた反応」の名称で販
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売される製品であって、その内容物が固形状のもの 

(72) 次の写真を付して「合法 WAX-green RUSH Reggae SEX-0.5G」の名称で

販売される製品であって、その内容物が固形状のもの 

(73) 次の写真を付して「合法 WAX-yellow RUSH Trance SEX-0.5G」の名称

で販売される製品であって、その内容物が固形状のもの 

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

あって、その内容物が粉末のもの 

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

あって、その内容物が粉末のもの 

(76) 次の写真に示すとおり、被包に「EFFECT 2020」と表示のある製品で

あって、その内容物が粉末のもの 

(77) 次の写真に示すとおり、被包に「FALL DOWN（販売名が FALL DAWN 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 

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

て、その内容物が粉末のもの 

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

あって、その内容物が粉末のもの 

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

て、その内容物が粉末のもの 

(81) 次の写真に示すとおり、被包に「CHEMICAL Ⅷ（販売名が Research 

chemical Ⅷ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 

(82) 次の写真に示すとおり、被包に「CHEMICAL G（販売名が Research 

chemical G であるものを含む｡）」と表示のある製品であって、その内容
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物が粉末のもの 

(83) 次の写真に示すとおり、被包に「Silver Queen（販売名が Silver 

Queen（シルバークイーン）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 

(84) 次の写真に示すとおり、被包に「Wonderland Trips（販売名が

Wonderland Trip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 

(85) 次の写真に示すとおり、被包に「ZUP」と表示のある製品であって、

その内容物が粉末のもの 

(86) 次の写真に示すとおり、被包に「cathinone Love 2（販売名がカチ

ノンラブ２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 

(87) 次の写真に示すとおり、被包に「Slumber Powder（販売名がスラン

バー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 

(88) 次の写真を付して「純白 pure 合法パウダー0.5g Ice SEX7770」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 


