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 佐賀県告示第 446 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 11 月 15 日から施行する。 

  平成 30 年 11 月 14 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「AREA69」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「Bachelor Party」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「Casanova -Natural-」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「CORE Bomber」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「Dirty 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 

 (6) 次の写真に示すとおり、被包に「Dragon ７」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「Erotic Angel」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「Erotical Booster」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「Extreme XV」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「420（販売名が GOLD HERB 420 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「GOOL（販売名が GOOL（ゴール）であ

るものを含む｡）」と表示のある製品であって、その内容物が植物片のもの 

 (12) 次の写真に示すとおり、被包に「Hoppy Pine（販売名が Happy Pine 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「Infinitty sexual」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「Love's Herb 2018（販売名が Love's 

Harb 2018 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「Magical Q」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「MIAMI GP（販売名が MIAMI GP（マイ

アミ グランプリ）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「Mystery」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「Natural Upper（販売名が Natual 

Upper 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「ORGASM LAND」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「PANDORA<S> Ver.11」と表示のある製
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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「乱撫 RANBU（販売名が RANBU 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「Secret Summer」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「SEX Fruit」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「Strong 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 

 (25) 次の写真に示すとおり、被包に「Surf & Love」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「wild and sexy（販売名が Wild and 

Sexy 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 

 (27) 次の写真に示すとおり、被包に「X18（販売名が X18（エグゼ エイテ

ィーン）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

植物片のもの 

 (28) 次の写真に示すとおり、被包に「ヤーマンな気分」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「淫泉蘇（販売名が淫泉蘇（いんせん

す）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 

 (30) 次の写真に示すとおり、被包に「昇天 DIVER」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「Erotical Shower」と表示のある製品
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であって、その内容物が固形状のもの 

 (32) 次の写真に示すとおり、被包に「Jamaican Original」と表示のある製

品であって、その内容物が固形状のもの 

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

て、その内容物が固形状のもの 

 (34) 次の写真に示すとおり、被包に「IKAZUCHI（販売名が⚡IKAZUCHI 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「Bitch the summer（販売名が Bitch 

the Summer 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) 次の写真を付して「BULL」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 

 (37) 次の写真に示すとおり、被包に「Buzz Star II」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「EXOTIQUE」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「F - ZERO」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「Fuck Me（販売名が Fuck Me♥ 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「Gin Gin ばなな」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「Insert ８」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「Lady Drive」と表示のある製品であ
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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「Lick Machine」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「MILK SHOT」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「Nitro Jet」と表示のある製品であっ

て、その内容物が液体のもの 

 (47) 次の写真を付して「NO NAME」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 

 (48) 次の写真に示すとおり、被包に「Parfait Sexy Drip」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「pussy juice」と表示のある製品であ

って、その内容物が液体のもの 

 (50) 次の写真を付して「R」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「RODEO BITCH」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「SEX TIME」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「Sexual Monster」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「T※IL」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「URR」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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 (56) 次の写真に示すとおり、被包に「アナルフィ 濡穴」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「硬穴ガトリング」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「グチョ MAX」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「ケツ拝」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「ところてん２」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「ヌルパコマスター３（販売名がヌル

パコマスタ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 

 (62) 次の写真に示すとおり、被包に「淫乱とろまん」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「夏濡姫」と表示のある製品であって、

その内容物が液体のもの 

 (64) 次の写真を付して「狂狗」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 

 (65) 次の写真に示すとおり、被包に「潮吹きんちゃん」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「肉欲エネマグラ」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「猫狂わせ」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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 (68) 次の写真に示すとおり、被包に「濃厚」と表示のある製品であって、

その内容物が液体のもの 

 (69) 次の写真を付して「瓶系リキッド特別」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 

 (70) 次の写真に示すとおり、被包に「悶絶とろとろ」と表示のある製品で

あって、その内容物が液体のもの 

 (71) 次の写真に示すとおり、被包に「連続スプラッシュ」と表示のある製

品であって、その内容物が液体のもの 

 (72) 次の写真に示すとおり、被包に「恍惚ドロドロ」と表示のある製品で

あって、その内容物が液体のもの 

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

あって、その内容物が粉末のもの 

 (74) 次の写真に示すとおり、被包に「Cyclone Magnum」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「EROTIC Spector」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「Evolution G（販売名が Evolution 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 

 (77) 次の写真に示すとおり、被包に「GANMA688」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「Gay King」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「Hot Jonny」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「Hyper Diamond Spark（販売名が
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Hyper Diammod Spark 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 

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

って、その内容物が粉末のもの 

 (83) 次の写真に示すとおり、被包に「Love Trigger」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「Master Veronica」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「MD４ clear（販売名が MD４ clear

（エムディ フォース クリア）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 

 (86) 次の写真に示すとおり、被包に「Rabbit S（販売名が Rabbit S（ラビ

ット タイプ エス）であるものを含む｡）」と表示のある製品であって、そ

の内容物が粉末のもの 

 (87) 次の写真に示すとおり、被包に「Royal（販売名が Royal Crown adv.

（ロイヤル クラウン アドバンス）であるものを含む｡）」と表示のある製

品であって、その内容物が粉末のもの 

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

って、その内容物が粉末のもの 

 (89) 次の写真に示すとおり、被包に「Sex flavour（販売名が sex flavor

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 

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

 (91) 次の写真に示すとおり、被包に「狂棒カリビアン」と表示のある製品

であって、その内容物が粉末のもの 

 (92) 次の写真に示すとおり、被包に「欲性パウダー」と表示のある製品で

あって、その内容物が粉末のもの 

  （「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 


