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 佐賀県告示第 239 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６月 21日から施行する。 

  平成 30 年６月 20 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「American Hippie herb（販売名が

American Hippie Herb 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 

 (2) 次の写真に示すとおり、被包に「Arabian Night」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「Bodhi」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「DARKNESS（販売名が Darkness 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 

 (5) 次の写真に示すとおり、被包に「GAIA」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「HAPPY ２」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「Hyper Erotic Brain」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「Miracle Pussy」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「ORGASM BREAKER」と表示のある製品で
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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「Sex Bull」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「star one（販売名が STAR ONE 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「Surf L♡VE（販売名が Surf LOVE であ
るものを含む｡）」と表示のある製品であって、その内容物が植物片のもの 

 (13) 次の写真に示すとおり、被包に「Tako Tsubo」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「Trip Bear」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「Wild Herb」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「Winter ver.15（販売名が Winter 

Ver.15 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 

 (17) 次の写真に示すとおり、被包に「YAHMAN」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「強人 KYOJIN（販売名が強人であるも

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「弾丸」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「Heaven Crystal」と表示のある製品

であって、その内容物が固形状のもの 

 (21) 次の写真に示すとおり、被包に「Crystal Angels」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 

 (22) 次の写真に示すとおり、被包に「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 

 (23) 次の写真に示すとおり、被包に「Erotic Plant」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「Eroticism」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「feel」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「Hard men」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「KAZAN」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「Kinky」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「♡Long Time Sex♡（販売名が LONG 

TIME SEX 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「LOVE ECSTASY」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「Love Milk」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「MEGA MAX」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「merci」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 

 (34) 次の写真に示すとおり、被包に「NURE NURE MAX」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「NURERU SHIZUKU（販売名が Nureru 

Shizuku 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 

 (36) 次の写真に示すとおり、被包に「Parallel Eros」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「PARTY BABY（販売名が PARTY BABY 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) 次の写真を付して「PLATINUM Thunder」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 

 (39) 次の写真に示すとおり、被包に「SPAIN」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「Sperm Drive」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「SPIKE」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「ガチイキ」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「ぴくぴく失神」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「愛液とろとろ」と表示のある製品で

あって、その内容物が液体のもの 

 (45) 次の写真に示すとおり、被包に「淫獣 狂」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 

 (46) 次の写真に示すとおり、被包に「淫獣 濡」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「漢の花園」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「高鳴るはーと」と表示のある製品で

あって、その内容物が液体のもの 

 (49) 次の写真を付して「直腸」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 

 (50) 次の写真を付して「肉仕込」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 

 (51) 次の写真に示すとおり、被包に「敏感どろどろ」と表示のある製品で

あって、その内容物が液体のもの 

 (52) 次の写真を付して「某国 その２」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 

 (53) 次の写真を付して「某国女性プロディース★リキッド特別品」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「悶絶アナル」と表示のある製品であ

って、その内容物が液体のもの 

 (55) 次の写真に示すとおり、被包に「AM2:00」と表示のある製品であって、

その内容物が粉末のもの 

 (56) 次の写真に示すとおり、被包に「Animal Booster」と表示のある製品

であって、その内容物が粉末のもの 

 (57) 次の写真に示すとおり、被包に「E-S３」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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 (58) 次の写真に示すとおり、被包に「FUNKY STAR（販売名が Funky Star 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 

 (59) 次の写真に示すとおり、被包に「HAPPY HOLIDAYS」と表示のある製品

であって、その内容物が粉末のもの 

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

て、その内容物が粉末のもの 

 (62) 次の写真に示すとおり、被包に「King Kong」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「Magic CⅢ」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「Matrix 777」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「PLASMANIA」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「直入パウダー」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「Love（販売名が LOVE であるものを含

む｡）」と表示のある製品であって、その内容物がゲル状のもの 

  （「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 


