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 佐賀県告示第 231 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２年８月 27日から施行する。 

  令和２年８月 26日 

               佐賀県知事  山  口  祥  義    

１ 知事監視製品 

(1) 次の写真を付して「420 cyclone(サイクロン)」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 

(2) 次の写真に示すとおり、被包に「Black Cat（販売名が Black Cat エ

ロくて腰が砕け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 

(3) 次の写真に示すとおり、被包に「Black Out 3」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「Buzz Scream（販売名が Buzz Scream 

停止まで残り数ヶ月の激レア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「DIAMANTE」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「Dr.WEED（販売名が Dr.WEED 興奮度

MAX 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「EFFECTOR Flash（販売名が EFFECTOR 

FLASH 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 
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(8) 次の写真に示すとおり、被包に「Extra Coming（販売名が Extra 

Coming イクぅイクぅ ストロング SEX 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「Extreme number 6（販売名が Extreme 

number 6 極度のラブリーフ♡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 

(10) 次の写真に示すとおり、被包に「FREE」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「GOLD HEAVEN」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「GORILLA（販売名が GORILLA 大興奮

の超絶アッパーリーフであるものを含む｡）」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「HOT MAGIC」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「HYPER EMOTION」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「HYPER GOLD」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「Loco Feel」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「Love Harb」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「MAGICAL PLANTS」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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(19) 次の写真に示すとおり、被包に「MAGNA TITAN」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「MEXICAN HEETS（販売名が MEXICAN 

HEETS 一度は試したい本場のアッパー感であるものを含む｡）」と表示の

ある製品であって、その内容物が植物片のもの 

(21) 次の写真に示すとおり、被包に「Natural Break」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「Sex Flash」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 Punch(Love Harb)（販売名が

Sex Punch 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 

(24) 次の写真に示すとおり、被包に「Shake 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 

(25) 次の写真に示すとおり、被包に「Skull King reborn（販売名が Skull 

King reborn 叫びたくなる強震系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 

(26) 次の写真に示すとおり、被包に「Thunder Ultimate（販売名が

Thunder Ultimate 一瞬で何もかも忘れられ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 

(27) 次の写真に示すとおり、被包に「VICTORIX GREEN」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「Zombie Ecstasy」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「ジャマイカン セックス」と表示の
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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「壊落（販売名が壊落 3G 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 

(31) 次の写真に示すとおり、被包に「覇龍」と表示のある製品であって、

その内容物が植物片のもの 

(32) 次の写真に示すとおり、被包に「BLACK ROYAL」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) 次の写真を付して「Clash 246」の名称で販売される製品であって、

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「FLASH TECHNICA」と表示のある製品

であって、その内容物が固形状のもの 

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

って、その内容物が固形状のもの 

(36) 次の写真に示すとおり、被包に「Luxury S（販売名が Luxury S ベン

ツマーク白玉であるものを含む｡）」と表示のある製品であって、その内

容物が固形状のもの 

(37) 次の写真に示すとおり、被包に「MAGIC Butter（販売名が MAGIC 

BUTTER トロトロになってしまう過激さ…マジックバターであるものを含

む｡）」と表示のある製品であって、その内容物が固形状のもの 

(38) 次の写真に示すとおり、被包に「MZ3 MAXIM（販売名が MZ3 MAXIM 真

紅の結晶に胸が熱くなるであるものを含む｡）」と表示のある製品であっ

て、その内容物が固形状のもの 

(39) 次の写真に示すとおり、被包に「PANDORA C.V」と表示のある製品で

あって、その内容物が固形状のもの 

(40) 次の写真に示すとおり、被包に「RUSH POPPER」と表示のある製品で
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あって、その内容物が固形状のもの 

(41) 次の写真に示すとおり、被包に「SEX hospital（販売名が SEX 

Hospital 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 

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

あって、その内容物が固形状のもの 

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

って、その内容物が固形状のもの 

(44) 次の写真を付して「SMILE’20」の名称で販売される製品であって、

その内容物が固形状のもの 

(45) 次の写真に示すとおり、被包に「STRONG PENIX UNLIMITED」と表示の

ある製品であって、その内容物が固形状のもの 

(46) 次の写真に示すとおり、被包に「TECHNICIAN BLACK」と表示のある製

品であって、その内容物が固形状のもの 

(47) 次の写真に示すとおり、被包に「X ZONE（販売名が X ZONE 禁断ゾー

ンへの突入合法香玉であるものを含む｡）」と表示のある製品であって、

その内容物が固形状のもの 

(48) 次の写真に示すとおり、被包に「ねちょりーな（販売名がねちょりー

な♡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 

(49) 次の写真に示すとおり、被包に「極感（販売名が極感（猪）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 

(50) 次の写真に示すとおり、被包に「@sex.jp（販売名が＠SEX.JP 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「XX（販売名が 5MeODIPT-XX であるも



6 

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 

(52) 次の写真に示すとおり、被包に「69 Stars（販売名が 69 Stars ビチ

ョビチョのビンビン合法リキッドであるものを含む｡）」と表示のある製

品であって、その内容物が液体のもの 

(53) 次の写真に示すとおり、被包に「777 Pure VIII（販売名が 777 Pure 

VIII 乱れる呼吸に好奇心全開であるものを含む｡）」と表示のある製品で

あって、その内容物が液体のもの 

(54) 次の写真に示すとおり、被包に「Anul Flick（販売名が Anul 

Flick(アナルフリック)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 

(55) 次の写真に示すとおり、被包に「Black69」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「CBD_5MeODIPT」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「Crazy MIX'2008（販売名が Crazy 

MIX2008 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 

(58) 次の写真に示すとおり、被包に「Crazy Sex（販売名が Crazy Sex(ク

レイジーセックス)であるものを含む｡）」と表示のある製品であって、そ

の内容物が液体のもの 

(59) 次の写真に示すとおり、被包に「DARK ANGEL」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「CRYSTAL（販売名がDiamond Crystal

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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(61)  次の写真に示すとおり、被包に「Dry Orgasm（販売名が Dry 

Orgasm(ドライオーガズム)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「Ecstasy Magic」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「FIRST TIME GAY」と表示のある製品

であって、その内容物が液体のもの 

(64) 次の写真に示すとおり、被包に「GAY liquid(strong style)」と表示

のある製品であって、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「Leviathan」と表示のある製品であ

って、その内容物が液体のもの 

(66) 次の写真を付して「LGBT Dangerous(Nederland)」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 

(67) 次の写真に示すとおり、被包に「LGBT（販売名が LGBT SPECIAL XXX 

Gay 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 

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

その内容物が液体のもの 

(69)  次の写真に示すとおり、被包に「Met264nLd-HASH（販売名が

Met264nLd-HASH 紫のアダルトな刺激であるものを含む｡）」と表示のある

製品であって、その内容物が液体のもの 

(70) 次の写真に示すとおり、被包に「Moon Walker」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「NITRO HAZE 3（販売名が NITRO HAZE 

3 エロスとアッパーの SPコンボ合法リキッドであるものを含む｡）」と表
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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「old lady」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「PEH-brfNa」と表示のある製品であ

って、その内容物が液体のもの 

(74) 次の写真に示すとおり、被包に「PTP Drothy（販売名が PTP Drothy 

ACE 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 

(75) 次の写真に示すとおり、被包に「RcFS-4bTCn（販売名が RcFS-4bTCn 

エロに拘り抜いた渾身の傑作合法リキッドであるものを含む｡）」と表示

のある製品であって、その内容物が液体のもの 

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

であって、その内容物が液体のもの 

(77) 次の写真を付して「SEX future 20XX」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 

(78) 次の写真を付して「SEX future 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 

(79) 次の写真に示すとおり、被包に「SEXIST（販売名が SEXSIST♡夜の営

み専用に改良された液体♡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 

(80) 次の写真を付して「Sexual Water」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 

(81) 次の写真に示すとおり、被包に「SP HYDORO OVER」と表示のある製品

であって、その内容物が液体のもの 

(82) 次の写真に示すとおり、被包に「Spirit Of Lemon EX」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 

(83) 次の写真に示すとおり、被包に「TORA Platinum」と表示のある製品

であって、その内容物が液体のもの 

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

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「VIRGIN BACK PERFECT EDITION（販

売名が VIRGIN BACK 初体験の感動を再び合法リキッドであるものを含

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「X King Power」と表示のある製品で

あって、その内容物が液体のもの 

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

て、その内容物が液体のもの 

(88) 次の写真に示すとおり、被包に「ガクガク雄汁」と表示のある製品で

あって、その内容物が液体のもの 

(89) 次の写真に示すとおり、被包に「ガンギマリ」と表示のある製品であ

って、その内容物が液体のもの 

(90) 次の写真に示すとおり、被包に「ケツマン MAX（販売名がけつまん

MAX 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 

(91) 次の写真に示すとおり、被包に「ケツマン男（直）（販売名がけつま

ん男（直）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 

(92) 次の写真に示すとおり、被包に「Nuchalica Nucholia（販売名がヌチ

ャリカ ヌチョリアであるものを含む｡）」と表示のある製品であって、そ

の内容物が液体のもの 
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(93) 次の写真に示すとおり、被包に「ミッドナイト」と表示のある製品で

あって、その内容物が液体のもの 

(94) 次の写真に示すとおり、被包に「阿鼻糾喚」と表示のある製品であっ

て、その内容物が液体のもの 

(95) 次の写真を付して「愛液」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 

(96) 次の写真に示すとおり、被包に「淫汁だらだら」と表示のある製品で

あって、その内容物が液体のもの 

(97) 次の写真に示すとおり、被包に「艶狂ギメ（販売名が艶性ギメである

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 

(98) 次の写真に示すとおり、被包に「鬼ギメ」と表示のある製品であって、

その内容物が液体のもの 

(99) 次の写真に示すとおり、被包に「逆アナ（強）（販売名が逆アナであ

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 

(100) 次の写真に示すとおり、被包に「狂イキ」と表示のある製品であっ

て、その内容物が液体のもの 

(101) 次の写真に示すとおり、被包に「穴爆キメ」と表示のある製品であ

って、その内容物が液体のもの 

(102) 次の写真を付して「合法アロマフレグランス『SEXY SMILE 6』」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 

(103) 次の写真に示すとおり、被包に「惚ヤク」と表示のある製品であっ

て、その内容物が液体のもの 

(104) 次の写真に示すとおり、被包に「女神の潮吹き」と表示のある製品

であって、その内容物が液体のもの 

(105) 次の写真に示すとおり、被包に「神龍（販売名が神龍(しんりゅう)
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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 

(106) 次の写真に示すとおり、被包に「絶頂トコロテン」と表示のある製

品であって、その内容物が液体のもの 

(107) 次の写真に示すとおり、被包に「前立腺+α」と表示のある製品であ

って、その内容物が液体のもの 

(108) 次の写真に示すとおり、被包に「前立腺クラッシュ」と表示のある

製品であって、その内容物が液体のもの 

(109) 次の写真に示すとおり、被包に「前立腺ラッシュ」と表示のある製

品であって、その内容物が液体のもの 

(110) 次の写真に示すとおり、被包に「弛緩ウケ」と表示のある製品であ

って、その内容物が液体のもの 

(111) 次の写真に示すとおり、被包に「直液 ver.2020」と表示のある製品

であって、その内容物が液体のもの 

(112) 次の写真に示すとおり、被包に「濡れ聖水」と表示のある製品であ

って、その内容物が液体のもの 

(113) 次の写真に示すとおり、被包に「魔濡」と表示のある製品であって、

その内容物が液体のもの 

(114) 次の写真に示すとおり、被包に「悶絶ウケ」と表示のある製品であ

って、その内容物が液体のもの 

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

って、その内容物が粉末のもの 

(116) 次の写真に示すとおり、被包に「Classic Powder 2007（販売名が

Classic Powder 2007(クラシック)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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(117) 次の写真に示すとおり、被包に「Crazy XXX」と表示のある製品であ

って、その内容物が粉末のもの 

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

って、その内容物が粉末のもの 

(119) 次の写真に示すとおり、被包に「ENEMAREX（販売名がENEMAREX ラブ

×スピード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 

(120) 次の写真に示すとおり、被包に「FREE SEX（xoxoxo）」と表示のあ

る製品であって、その内容物が粉末のもの 

(121) 次の写真に示すとおり、被包に「GIRL SEX 101（販売名が GIRL SEX 

NO.101 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 

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

あって、その内容物が粉末のもの 

(123) 次の写真に示すとおり、被包に「HOT HEATS NEO SHOT（販売名が HOT 

HEATS 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 

(124) 次の写真に示すとおり、被包に「INSERT SMASH」と表示のある製品

であって、その内容物が粉末のもの 

(125) 次の写真に示すとおり、被包に「Pussy Boost（販売名が Pussy 

Boost 愛撫タイプのエロ優し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 

(126) 次の写真に示すとおり、被包に「Rainbow Sex（販売名が Rainbow 

Sex（レインボーセックス）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 
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(127) 次の写真に示すとおり、被包に「SEXY BOMBER（販売名が sexy 

bomber 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 

(128) 次の写真を付して「Yellow solid 激強イエローソリッド」の名称で

販売される製品であって、その内容物が粉末のもの 

(129) 次の写真に示すとおり、被包に「アイス・ギメ」と表示のある製品

であって、その内容物が粉末のもの 

(130) 次の写真に示すとおり、被包に「狂×ギメ」と表示のある製品であ

って、その内容物が粉末のもの 

(131) 次の写真に示すとおり、被包に「sex（販売名が Paper S・E・Xであ

るものを含む｡）」と表示のある製品であって、その内容物がシート状の

もの 

(132) 次の写真を付して「Skull Sheet 見てはならない世界に対する強烈

な興味」の名称で販売される製品であって、その内容物がシート状のもの 

（「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 


