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 佐賀県告示第 26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、令和元年６月 14日から施行する。 

  令和元年６月 13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「420 classic Herb（販売名が 420 

Classic 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「Black Jack（販売名が Black Jack

『突き刺さる鋭い香り合法ハーブ』であるものを含む｡）」と表示のある

製品であって、その内容物が植物片のもの 

 (3) 次の写真を付して「Brain Shock『新たなショックが襲う！合法ハー

ブ』」の名称で販売される製品であって、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「Caribbean Junkie（販売名が

Caribbean Junkie『ジャンキー大好き強い香り合法ハーブ』であるものを

含む｡）」と表示のある製品であって、その内容物が植物片のもの 

 (5) 次の写真に示すとおり、被包に「Full God（販売名が Full God『神の

恵みは最上級の安らぎを与える合法ハーブ』であるものを含む｡）」と表

示のある製品であって、その内容物が植物片のもの 

 (6) 次の写真に示すとおり、被包に「GANBORI（販売名が GANBORI『禁断の

合法ハーブ』であるものを含む｡）」と表示のある製品であって、その内

容物が植物片のもの 

 (7) 次の写真に示すとおり、被包に「Indian classic（販売名が Indian 
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classic『歴史のある合法ハーブ』であるものを含む｡）」と表示のある製

品であって、その内容物が植物片のもの 

 (8) 次の写真に示すとおり、被包に「IRIE（販売名が IREI『常夏のアツさ

でほっこりしよ♫合法ハーブ』であるものを含む｡）」と表示のある製品

であって、その内容物が植物片のもの 

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

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「Magic Indian（販売名が Magic 

Indian『踊りだしたくなる夜の気分♪合法ハーブ』であるものを含む｡）」

と表示のある製品であって、その内容物が植物片のもの 

 (11) 次の写真に示すとおり、被包に「ROSE PUNCH」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「SEX SWORD（販売名が SEX SWORD

『剣のように鋭いパンチ力！合法ハーブ』であるものを含む｡）」と表示

のある製品であって、その内容物が植物片のもの 

 (13) 次の写真に示すとおり、被包に「Skull Miss and Bones（販売名が

SKULL BONES 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 

 (14) 次の写真に示すとおり、被包に「Smoke PX-４（販売名が Smoke PX-

４『煙が生み出す神秘の時間』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「Sunset Junkey（販売名が Sunset 

Junkey『夕方が待ち遠しい…ジャンキー合法ハーブ』であるものを含

む｡）」と表示のある製品であって、その内容物が植物片のもの 

 (16) 次の写真に示すとおり、被包に「скорпион（販売名がско
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рпион『サソリの毒は人を興奮させる合法ハーブ』であるものを含

む｡）」と表示のある製品であって、その内容物が植物片のもの 

 (17) 次の写真に示すとおり、被包に「性卍葉」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「夢くらげ（販売名が夢くらげ『ゆっ

くりと流れる幸せな時間合法ハーブ』であるものを含む｡）」と表示のあ

る製品であって、その内容物が植物片のもの 

 (19) 次の写真に示すとおり、被包に「FREE FEEL（販売名が FREE FEEL

『自由を楽しむ！凝縮合法アロマチョコ』であるものを含む｡）」と表示

のある製品であって、その内容物が固形状のもの 

 (20) 次の写真に示すとおり、被包に「Heart Break（販売名が Heart 

Break『鼓動が爆発する合法クリスタル』であるものを含む｡）」と表示の

ある製品であって、その内容物が固形状のもの 

 (21)  次の写真に示すとおり、被包に「Reincarnation（販売名が

Reincarnation『恐怖の再来！合法クリスタル』であるものを含む｡）」と

表示のある製品であって、その内容物が固形状のもの 

 (22) 次の写真に示すとおり、被包に「American 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 

 (23) 次の写真に示すとおり、被包に「BANANA Bitch（販売名が BANANA 

Bitch『ビッグバナナがトロトロマンゴーを襲う合法アロマ』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 

 (24) 次の写真に示すとおり、被包に「Cow Girl the Bitch（販売名が Cow 

Girl the Bitch『女子だって本当はすっごくエッチ合法アロマ』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 

 (25) 次の写真を付して「Dracula」の名称で販売される製品であって、そ
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の内容物が液体のもの 

 (26) 次の写真に示すとおり、被包に「Imperial（販売名が Imperial『最

上級の高純度合法アロマ』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「Magic Slow Time（販売名が Magic 

Slow Time『ショータイムが始まる合法アロマ』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 

 (28) 次の写真に示すとおり、被包に「New gay liquid」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「Pussy Milk（販売名が Pussy Milk

『濃厚みるくがドピュドピュ合法アロマ』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「キメ挿」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「ケツマン悶」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「ゴメオ・ガンギメ」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「トロトロ狂乱」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「みだれ蛸（販売名がみだれ蛸『乱れ

すぎてヤバイ！合法アロマ』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「鬼男トコロテン」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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 (36) 次の写真に示すとおり、被包に「淫舐ドロドロ」と表示のある製品で

あって、その内容物が液体のもの 

 (37) 次の写真に示すとおり、被包に「菊のおつゆ（販売名が菊のおつゆ

『お尻がトロトロ合法アロマ』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「逆アナル（下）」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「極アナル２」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「汁だく（販売名が汁だく『SOS！汁

が止まりません！合法アロマ』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「娼婦の雫（販売名が娼婦の雫『エロ

切ない究極の愛の合法アロマ』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 

 (42) 次の写真に示すとおり、被包に「性狂惡 Ｒ（販売名が性狂悪 Ｒ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) 次の写真を付して「性骨心」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 

 (44) 次の写真に示すとおり、被包に「生イキ SPLASH（販売名が生イキ

SPLASH『ドピュドピュがお好きな人へ合法アロマ』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「直フレイバー」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「特攻 Magnum（販売名が特攻 Magnum
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『ビンビンですぐ突っ込むぜ！合法アロマ』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 

 (47) 次の写真に示すとおり、被包に「暴発ぐちょぐちょ（販売名が暴発ぐ

ちゃぐちやであるものを含む｡）」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「野獣ケツマン」と表示のある製品で

あって、その内容物が液体のもの 

 (49) 次の写真に示すとおり、被包に「羅生門（販売名が羅生門『男も女も

開発好き合法アロマ』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 

 (50) 次の写真に示すとおり、被包に「弄り舐男（販売名が弄り舐男『男の

欲望に突き刺さる危険アロマ』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 

 (51) 次の写真に示すとおり、被包に「媚淫トランス」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「ALTEO（販売名が ALTEO『本場のハ

ードパンチャー合法パウダー』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 

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

って、その内容物が粉末のもの 

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

って、その内容物が粉末のもの 

 (55) 次の写真に示すとおり、被包に「MAX HIGH⤴（販売名が MAX HIGT↑

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 
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 (56) 次の写真に示すとおり、被包に「old sex.48」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「Parasite 乱（販売名が Parasite 

乱『乱れる寄生虫からは逃げられない合法パウダー』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 

 (58) 次の写真に示すとおり、被包に「Sexy Angel Ver.３（販売名が Sexy 

Angel Ver.３『天使の矢がハートを刺激する合法パウダー』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 

 (59) 次の写真に示すとおり、被包に「Vagina Killer（販売名が Vagina 

Killer『どんな獲物も必ず犯す合法パウダー』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 

 (60) 次の写真に示すとおり、被包に「キメ卍セク」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「花弁濃夢（販売名が花弁濃夢『プレ

ミア！セクシー系対応合法パウダー』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 

 (62) 次の写真に示すとおり、被包に「肉感-NIKUKAN-（販売名が肉感『タ

イプじゃないけれどテクは本物合法アロマ』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 

 (63) 次の写真に示すとおり、被包に「万汁王子（販売名が万汁王子『新た

な伝説合法！アロマジェル』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 
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  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 


