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 佐賀県告示第 72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 30年３月１日から施行する。 

  平成 30 年２月 28 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「anonymous」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「Barbarian」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「BRAVE」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「Hooligan」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「ICE LEAF」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「JOKER」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「MAHARAJA」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「Orgasm Spider」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「SPANKING MAN」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「T.H.C（販売名が T.H.C (The.Hot. 

Chocolet) 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「THE Labyrinth」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「THE SEX WARRIOR」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「treasure」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「WILD 4」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「誘惑」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「Havenly」と表示のある製品であって、

その内容物が固形状のもの 

 (17) 次の写真に示すとおり、被包に「Killer sexy magic」と表示のある製

品であって、その内容物が固形状のもの 

 (18) 次の写真に示すとおり、被包に「LOVE 5000」と表示のある製品であっ

て、その内容物が固形状のもの 

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

あって、その内容物が液体のもの 

 (20) 次の写真を付して「Crocodile」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 

 (21) 次の写真に示すとおり、被包に「Devil CUTiE」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「Doping ZZZ」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「Eexistence」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「Eros Flare」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「EROTIC MOMIJI」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「fixer」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「FOXEY2」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「Go revenge」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「HARD QUEEN」と表示のある製品であ

って、その内容物が液体のもの 

 (30) 次の写真を付して「Heart Fish」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 

 (31) 次の写真に示すとおり、被包に「HEAT SEX」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「Heavy Guy（販売名が Heavy Guy（ノ

ーマル男子)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 

 (33) 次の写真に示すとおり、被包に「Hold on me」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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 (34) 次の写真に示すとおり、被包に「Honney Trap」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「Hot Body Shower」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「KABUKI」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「Launcher（販売名が launcher 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「LOST」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「MADONNA（販売名が Madonna 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「Miracle magic」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「Muscle Tycoon」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「nexus（販売名が NEXUS 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「OLGA」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「sex changes（販売名が SEX CHANGES

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) 次の写真に示すとおり、被包に「SEX shot」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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 (46) 次の写真を付して「Tripl Love Juicy」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 

 (47) 次の写真に示すとおり、被包に「zombie LIQUID（販売名が Zombie 

LIQUID 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 

 (48) 次の写真に示すとおり、被包に「愛汁」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「アナルフィスト」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「ウケアナル 裏リキッド」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「キメマン」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「逆アナル」と表示のある製品であっ

て、その内容物が液体のもの 

 (53) 次の写真に示すとおり、被包に「ゴメオ卍」と表示のある製品であっ

て、その内容物が液体のもの 

 (54) 次の写真に示すとおり、被包に「とろまんぺろん」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「バグバク吐息」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「ピクピク気絶」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「よだれダラダラ」と表示のある製品

であって、その内容物が液体のもの 
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 (58) 次の写真に示すとおり、被包に「前立腺スプラッシュ」と表示のある

製品であって、その内容物が液体のもの 

 (59) 次の写真に示すとおり、被包に「大拡張」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「欲情とろ～り」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「恍惚とろとろ」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「Boost SP mix」と表示のある製品で

あって、その内容物が粉末のもの 

 (63) 次の写真に示すとおり、被包に「Brain Cube」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「Cecil」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「Flash NEO」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「SEXY STAR」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「SMT-3」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「アナルミックス」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「覚暴」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「ど淫乱パウダー」と表示のある製品
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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 


