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 佐賀県告示第 522 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、平成 29年８月 30日から施行する。 

  平成 29 年８月 29 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「SWEET LOVER」と表示のある製品であ

って、その内容物が固形状のもの 

 (2) 次の写真に示すとおり、被包に「女神」と表示のある製品であって、

その内容物が液体のもの 

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

って、その内容物が液体のもの 

 (4) 次の写真に示すとおり、被包に「Thunder Bird」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「えきす」と表示のある製品であって、

その内容物がゲル状のもの 

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

その内容物が粉末のもの 

 (9) 次の写真に示すとおり、被包に「Honey Box」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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 (10) 次の写真に示すとおり、被包に「Hot Drive」と表示のある製品であ

って、その内容物が液体のもの 

 (11) 次の写真に示すとおり、被包に「Fantastic Night」と表示のある製

品であって、その内容物が液体のもの 

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

あって、その内容物が液体のもの 

 (13) 次の写真に示すとおり、被包に「Love Connection」と表示のある製

品であって、その内容物が液体のもの 

 (14) 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、

その内容物が液体のもの 

 (15) 次の写真に示すとおり、被包に「Black Hole」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「Diamond Ran」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「Ogasm feel ９」と表示のある製品

であって、その内容物が粉末のもの 

 (18) 次の写真に示すとおり、被包に「Power of Love」と表示のある製品

であって、その内容物が粉末のもの 

 (19) 次の写真に示すとおり、被包に「乱れ牡丹」と表示のある製品であっ

て、その内容物が植物片のもの 

 (20) 次の写真に示すとおり、被包に「Heart RUSH」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「Ms.Erorist（販売名が Ms.Erorist 

for Men 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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 (22) 次の写真に示すとおり、被包に「Ms.Erorist（販売名が Ms.Erorist 

for Wom 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 

 (23) 次の写真に示すとおり、被包に「MONSTER SMOKE BLUE」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「Fire God」と表示のある製品であっ

て、その内容物が固形状のもの 

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

その内容物が植物片のもの 

 (26) 次の写真に示すとおり、被包に「Sexalize」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「TABOO」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「Ouroboros」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) 次の写真に示すとおり、被包に「Alternativesex」と表示のある製品

であって、その内容物が粉末のもの 

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

その内容物が植物片のもの 

 (31) 次の写真に示すとおり、被包に「Perfect It」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「naturalist３」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「PURE＆JUNK」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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 (34) 次の写真に示すとおり、被包に「Poker」と表示のある製品であって、

その内容物が植物片のもの 

 (35) 次の写真に示すとおり、被包に「ときめき」と表示のある製品であっ

て、その内容物が植物片のもの 

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

って、その内容物が植物片のもの 

 (38) 次の写真に示すとおり、被包に「Strong（販売名が Strong69 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 

 (39) 次の写真に示すとおり、被包に「こいざくら」と表示のある製品であ

って、その内容物が植物片のもの 

 (40) 次の写真に示すとおり、被包に「淫れ花弁」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) 次の写真に示すとおり、被包に「CYBER HEAVEN」と表示のある製品で

あって、その内容物が粉末のもの 

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

あって、その内容物が粉末のもの 

 (43) 次の写真に示すとおり、被包に「愛、蜜の如し」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「萌春」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「Sexrium」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「Tropical Suck」と表示のある製品
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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「夜王」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「Maxim」と表示のある製品であって、

その内容物が粉末のもの 

 (49) 次の写真に示すとおり、被包に「Space Tripper」と表示のある製品

であって、その内容物が粉末のもの 

 (50) 次の写真に示すとおり、被包に「Sexual DNA（販売名が Sexual 

D.N.A 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 

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

その内容物が植物片のもの 

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

その内容物が植物片のもの 

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

って、その内容物が植物片のもの 

 (54) 次の写真に示すとおり、被包に「アナル肉便器」と表示のある製品で

あって、その内容物が液体のもの 

 (55) 次の写真に示すとおり、被包に「erotic right」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「erotic left」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「前立腺 XP」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「肉地蔵じゅぽじゅぽ」と表示のある
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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「とろける絶頂」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「魔媚」と表示のある製品であって、

その内容物が粉末のもの 

 (61) 次の写真に示すとおり、被包に「Euro Passion」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「213」と表示のある製品であって、

その内容物が植物片のもの 

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

て、その内容物が植物片のもの 

 (64) 次の写真に示すとおり、被包に「A.R.K」と表示のある製品であって、

その内容物が植物片のもの 

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

って、その内容物が固形状のもの 

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

あって、その内容物がゲル状のもの 

 (69) 次の写真に示すとおり、被包に「Craxy Sun（販売名が Crazy Sun 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「Hi-Point Ver.11」と表示のある製
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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「ninja」と表示のある製品であって、

その内容物が粉末のもの 

 (72) 次の写真に示すとおり、被包に「Sophie」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「Happy Hawaiian」と表示のある製品

であって、その内容物が植物片のもの 

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

であって、その内容物が液体のもの 

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

その内容物が液体のもの 

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

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「Delta Zone」と表示のある製品であ

って、その内容物が液体のもの 

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

その内容物が液体のもの 

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

その内容物が植物片のもの 

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

その内容物が植物片のもの 

 (82) 次の写真に示すとおり、被包に「夜姫」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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 (83) 次の写真を付して「十字架」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 

 (84) 次の写真を付して「悪魔」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 

 (85) 次の写真に示すとおり、被包に「濡声けつまん（販売名が濡声ケツマ

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 

 (86) 次の写真に示すとおり、被包に「敏感トロトロ」と表示のある製品で

あって、その内容物が液体のもの 

 (87) 次の写真を付して「oblivion（販売名が oblivion（無意識な状態）

であるものを含む｡）」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」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 


