
新たに知事監視製品に指定したもの

知事監視製品 144製品 ※詳細は別添のとおり

　　※知事監視製品総指定数（令和元年10月1日時点）

県民の皆様へ

知事監視製品とは

※主な規制の概要

※1　和歌山県薬物の濫用防止に関する条例

※2　和歌山県薬物の濫用防止に関する条例第11条第1項

　薬物の濫用から県民の皆様の健康と安全を守るとともに、県民が平穏にかつ安心して暮らすことがで
きる健全な社会の実現を図ることを目的として、平成２４年１２月２８日に制定された。

　知事は、第2条第7号に掲げる薬物のうち、その名称、使用方法等の表示内容、販売場所、販売方
法、広告その他の情報から、その用途及び使用方法に反して、吸入、吸引、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るものを知事監視製品として指定することができる。

販
売
業
者

○販売業の届出 違反者に「警告」
　　　　　　↓
警告に従わない者に、
「販売等中止命令」

命令に違反した者に
「罰金２０万円以下」

○販売時の使用方法等の説明・説明書の交付

○販売時の誓約書の受取 　

指定延べ数 1924製品

　お香などと称し身体に使用しないものとして販売されているが、興奮、幻覚、陶酔等の作用を及ぼす
ことがインターネットのホームページに掲載されるなど、その製品の用途及び使用方法に反して、身体
に使用されるおそれがあるもの

購
入
者

○購入時の誓約書の提出
　　（提出先）
　　　　県内店舗で購入→販売業者
　　　　県外店舗・インターネットで購入→知事 違反者に「警告」

警告に従わない者に
「過料５万円以下」

○誓約書・説明書の内容遵守

令和元年10月 1日
記 者 発 表

知事監視製品の新規指定をします

　10月1日、「和歌山県薬物の濫用防止に関する条例※1」第11条第1項※2の規定に基づき、下
記危険ドラッグを新たに「知事監視製品」に指定しました。
　「知事監視製品」に指定された製品は、購入する際に誓約書の提出などが必要です。

知事監視製品
指定数 1740製品

問い合わせ先

担当課 薬務課

担当者 辻、橋本
ＴＥＬ：０７３－４４１－２６６３

「危険ドラッグ」は、使用がやめられなくなったり、死亡例を含む健康被害や異
常行動を引き起こす場合があり、麻薬や覚醒剤と同様に大変危険な薬物です。
けっして身体に摂取又は使用しないでください。



Ｎｏ．1

（１） （２） （３） （４）

　次の写真に示すとおり、「赤龍
Ⅲ」と表示のある製品であって、
その内容物が植物片のもの。

　次の写真に示すとおり、
「Mystery Power」と表示のある
製品であって、その内容物が植
物片のもの。

　次の写真に示すとおり、
「Dangerous Kiss」と表示のある
製品であって、その内容物が植
物片のもの。

　次の写真に示すとおり、
「drunk girl」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

（５） （６） （７） （８）

　次の写真に示すとおり、「SEX 
JAPAN FIGHTERS」と表示のあ
る製品であって、その内容物が
液体のもの。

　次の写真に示すとおり、
「AKAME」と表示のある製品で
あって、その内容物が植物片の
もの。

　次の写真に示すとおり、
「YAMETOKE」と表示のある製
品であって、その内容物が植物
片のもの。

　次の写真に示すとおり、
「endless shock」と表示のある製
品であって、その内容物が粉末
のもの。

（９） （１０） （１１） （１２）

　次の写真に示すとおり、
「Kiss100%」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真に示すとおり、「Sexy 
Diamond」と表示のある製品で
あって、その内容物が植物片の
もの。

　次の写真に示すとおり、
「ghost.R」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真に示すとおり、「NEO 
CRISTALIUS Ⅱ」と表示のある
製品であって、その内容物が液
体のもの。

（１３） （１４） （１５） （１６）

　次の写真に示すとおり、「NEO 
CRISTALIUS」と表示のある製品
であって、その内容物が液体の
もの。

　次の写真に示すとおり、
「PINK PANTHERS Ⅱ」と表示
のある製品であって、その内
容物が粉末のもの。

　次の写真に示すとおり、「PINK 
PANTHERS」と表示のある製品
であって、その内容物が粉末の
もの。

　次の写真に示すとおり、
「Video Ceaner」と表示のある製
品であって、その内容物が液体
のもの。

令和元年10月1日指定　知事監視製品一覧



令和元年10月1日指定　知事監視製品一覧
Ｎｏ．2

（１７） （１８） （１９） （２０）

　次の写真を付して、「MP04　ア
ラジン　Vr3　ソリッド状」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。

　次の写真を付して、「MP04　ア
ラジン　Vr3　ソリッド状」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。

　次の写真を付して、「エクスタ
シーハイパー4」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。

　次の写真に示すとおり、「狂乱
スピード」と表示のある製品で
あって、その内容物が粉末のも
の。

（２１） （２２） （２３） （２４）

　次の写真に示すとおり、
「HAPPY 420」と表示のある製品
であって、その内容物が植物片
のもの。

　次の写真に示すとおり、「けつ
まん男2」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真に示すとおり、「ドライ
オーガズム昇天」と表示のある
製品であって、その内容物が液
体のもの。

　次の写真に示すとおり、「Be 
Strong」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

（２５） （２６） （２７） （２８）

　次の写真に示すとおり、「失禁
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。

　次の写真に示すとおり、「猥蜜
ノ葉」と表示のある製品であっ
て、その内容物が植物片のも
の。

　次の写真に示すとおり、
「KING SEX」と表示のある製品
であって、その内容物が粉末の
もの。

　次の写真に示すとおり、「ドロ
シー(淫)」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

（２９） （３０） （３１） （３２）

　次の写真に示すとおり、「十字
監禁」と表示のある製品であっ
て、その内容物が粉末のもの。

　次の写真に示すとおり、「キメ・
ゴメオ」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、「性獣
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。

　次の写真に示すとおり、「トコロ
テンMAX」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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NO.3

（３３） （３４） （３５） （３６）

　次の写真に示すとおり、
「Ecstasy Shotgun」と表示のある
製品であって、その内容物が液
体のもの。

　次の写真に示すとおり、
「Special liquid 2019 by 
aromadou japan」と表示のある製
品であって、その内容物が液体
のもの。

　次の写真を付して、「
(アロマ)」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。

　次の写真を付して、
「Dangerous Kamikaze(カミカ
ゼ)」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） （３８） （３９） （４０）

　次の写真を付して、「RED 
ZONE」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。

　次の写真に示すとおり、「Sexy 
Bitch」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、
「SEXY BOOST」と表示のある製
品であって、その内容物が植物
片のもの。

　次の写真に示すとおり、
「TENGOKU for Women」と表示
のある製品であって、その内容
物が液体のもの。

（４１） （４２） （４３） （４４）

　次の写真に示すとおり、
「TENGOKU for Men」と表示の
ある製品であって、その内容物
が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、「Gravite」
と表示のある製品であって、その内
容物が粉末のもの。

　次の写真に示すとおり、「T-
Blizzard」と表示のある製品であっ
て、その内容物が植物片のもの。

　次の写真に示すとおり、「馬
RIKING」と表示のある製品であっ
て、その内容物が植物片のもの。

（４５） （４６） （４７） （４８）

　次の写真に示すとおり、「Old Spice 
EX-H」と表示のある製品であって、
その内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、「Old Spice 
EX-F」と表示のある製品であって、
その内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、「快感コー
スター」と表示のある製品であって、
その内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、「STRONG 
OIL 20%UP」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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NO.4

（４９） （５０） （５１） （５２）

　次の写真に示すとおり、「Champion 
Star」と表示のある製品であって、そ
の内容物が固体のもの。

　次の写真に示すとおり、「Dick 
Duck」と表示のある製品であって、そ
の内容物が植物片のもの。

　次の写真に示すとおり、「KiLL 
JET」と表示のある製品であって、そ
の内容物が植物片のもの。

　次の写真に示すとおり、「Eros 
Max 龍 Silver」と表示のある製
品であって、その内容物が液体
のもの。

（５３） （５４） （５５） （５６）

　次の写真に示すとおり、「Eros 
Max 龍 Gold」と表示のある製品
であって、その内容物が液体の
もの。

　次の写真に示すとおり、
「Rumble」と表示のある製品で
あって、その内容物が植物片の
もの。

　次の写真に示すとおり、「Love 
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。

　次の写真に示すとおり、
「Vaginal Juice EX」と表示のある
製品であって、その内容物が液
体のもの。

（５７） （５８） （５９） （６０）

　次の写真に示すとおり、「オナ
ぴー 穴専」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真に示すとおり、「オナ
ぴー 竿専」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真に示すとおり、
「Chemistry」と表示のある製品
であって、その内容物が粉末の
もの。

　次の写真に示すとおり、「真珠
夜」と表示のある製品であって、
その内容物が粉末のもの。

（６１） （６２） （６３） （６４）

　次の写真に示すとおり、「SEX 
BEACH」と表示のある製品で
あって、その内容物が植物片の
もの。

　次の写真に示すとおり、「Bitch 
Queen」と表示のある製品であっ
て、その内容物が植物片のも
の。

　次の写真に示すとおり、「ヌき
ん具 壺」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真に示すとおり、「ヌき
ん具 吸」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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NO.5

（６５） （６６） （６７） （６８）

　次の写真に示すとおり、「Sea 
Gang」と表示のある製品であっ
て、その内容物が粉末のもの。

　次の写真に示すとおり、「凄姫 
～Sugohime～ 2000」と表示のあ
る製品であって、その内容物が
液体のもの。

　次の写真に示すとおり、「凄姫 
～Sugohime～ 1000」と表示のあ
る製品であって、その内容物が
液体のもの。

　次の写真に示すとおり、「真夜
中のWani」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

（６９） （７０） （７１） （７２）

　次の写真に示すとおり、「S-
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。

　次の写真に示すとおり、「THE 
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。

　次の写真に示すとおり、「Fire 
Ball」と表示のある製品であっ
て、その内容物が固形状のも
の。

　次の写真に示すとおり、
「Tunder Ball」と表示のある製品
であって、その内容物が固形状
のもの。

（７３） （７４） （７５） （７６）

　次の写真に示すとおり、「Ice 
Ball」と表示のある製品であっ
て、その内容物が固形状のも
の。

　次の写真に示すとおり、
「MORNING DASH」と表示のあ
る製品であって、その内容物が
植物片のもの。

　次の写真に示すとおり、
「Magic L.D.Ｐ」と表示のある製
品であって、その内容物が植物
片のもの。

　次の写真を付して、「Sex of 
moon」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。

（７７） （７８） （７９） （８０）

　次の写真に示すとおり、「Vagi 
MAX dope-S」と表示のある製品
であって、その内容物が液体の
もの。

　次の写真に示すとおり、「Vagi 
MAX dope-T」と表示のある製
品であって、その内容物が液体
のもの。

　次の写真に示すとおり、「連続
Dry」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、「いい
なりポーション」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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NO.6

（８１） （８２） （８３） （８４）

　次の写真に示すとおり、
「FANTAVISION」と表示のある
製品であって、その内容物が固
体のもの。

　次の写真に示すとおり、
「FREE Garden」と表示のある製
品であって、その内容物が植物
片のもの。

　次の写真を付して、「BLACK 
SPIRIT」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。

　次の写真に示すとおり、「smile 
♀♀」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

（８５） （８６） （８７） （８８）

　次の写真に示すとおり、「smile 
♂♀」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、「smile 
♂♂」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、
「Akuma Spec-X」と表示のある
製品であって、その内容物が液
体のもの。

　次の写真に示すとおり、
「Akuma Spec-LS」と表示のある
製品であって、その内容物が液
体のもの。

（８９） （９０） （９１） （９２）

　次の写真に示すとおり、
「Akuma Spec-S」と表示のある
製品であって、その内容物が液
体のもの。

　次の写真を付して、「合法ク
リーム2.5G」の名称で販売され
る製品であって、その内容物が
ゲル状のもの。

　次の写真を付して、「2P-XEa
テスター(試品)」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。

　次の写真に示すとおり、「SEX 
is money」と表示のある製品で
あって、その内容物が粉末のも
の。

（９３） （９４） （９５） （９６）

　次の写真に示すとおり、「Joint 
Ⅳ」と表示のある製品であって、
その内容物が植物片のもの。

　次の写真に示すとおり、
「DRAGON UPPER」と表示のあ
る製品であって、その内容物が
液体のもの。

　次の写真に示すとおり、
「DEATH MATCH」と表示のあ
る製品であって、その内容物が
粉末のもの。

　次の写真に示すとおり、
「NURENURE GIRL」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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NO.7

（９７） （９８） （９９） （１００）

　次の写真に示すとおり、「sex 
time 7」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、「Love 
Leaf HYBRID」と表示のある製
品であって、その内容物が植物
片のもの。

　次の写真に示すとおり、
「Heartbeat」と表示のある製品
であって、その内容物が液体の
もの。

　次の写真に示すとおり、「キメ
鬼狂」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

（１０１） （１０２） （１０３） （１０４）

　次の写真に示すとおり、「性感
帯グリグリ」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真に示すとおり、「ゴメ
オＳＰ」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、「けつ
まん男（直）」と表示のある製品
であって、その内容物が液体の
もの。

　次の写真に示すとおり、
「Midnight City」と表示のある製
品であって、その内容物が粉末
のもの。

（１０５） （１０６） （１０７） （１０８）

　次の写真に示すとおり、「狂
草」と表示のある製品であって、
その内容物が植物片のもの。

　次の写真に示すとおり、「監禁
人形」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、「姫ト
ロトロ」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、「鬼禁
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。

（１０９） （１１０） （１１１） （１１２）

　次の写真に示すとおり、「どん
ぐり part1」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真を付して、
「Electric598」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。

　次の写真に示すとおり、
「KONG」と表示のある製品で
あって、その内容物が植物片の
もの。

　次の写真に示すとおり、
「Psycho Peace」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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NO.8

（１１３） （１１４） （１１５） （１１６）

　次の写真に示すとおり、「めっ
ちゃエロス」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真に示すとおり、「めっ
ちゃエロス」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真に示すとおり、
「KOKO NURE」と表示のある製
品であって、その内容物が植物
片のもの。

　次の写真に示すとおり、「Dark 
Matter」と表示のある製品であっ
て、その内容物が植物片のも
の。

（１１７） （１１８） （１１９） （１２０）

　次の写真に示すとおり、
「UBU」と表示のある製品であっ
て、その内容物が粉末のもの。

　次の写真に示すとおり、「あや
つり姫」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、「SEX 
Extreme DASH」と表示のある製
品であって、その内容物が液体
のもの。

　次の写真に示すとおり、「禁断 
Lemon - -」と表示のある製品
であって、その内容物が液体の
もの。

（１２１） （１２２） （１２３） （１２４）

　次の写真に示すとおり、
「Petting Weapon」と表示のある
製品であって、その内容物が液
体のもの。

　次の写真に示すとおり、「H 
GUY」と表示のある製品であっ
て、その内容物が植物片のも
の。

　次の写真に示すとおり、「潤
王」と表示のある製品であって、
その内容物がゲル状のもの。

　次の写真に示すとおり、「Fuck 
Machine」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

（１２５） （１２６） （１２７） （１２８）

　次の写真を付して、「420ワイ
ルドフィーバーフュー＆パッショ
ンフラワーハーブティー」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。

　次の写真を付して、「420ワイ
ルドフィーバーフュー＆エル
ダーフラワーハーブティー」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。

　次の写真を付して、「420ラズ
ベリー＆ワイルドフィーバー
フューハーブティー」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。

　次の写真を付して、「420ラズ
ベリー＆パッションフラワーハー
ブティー」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。
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（１２９） （１３０） （１３１） （１３２）

　次の写真を付して、「420ラズ
ベリー＆エルダーフラワーハー
ブティー」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。

　次の写真を付して、「420マ
シュマローハーブティー」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。

　次の写真を付して、「420マ
シュマロー＆ワイルドフィーバー
フューハーブティー」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。

　次の写真を付して、「420マ
シュマロー＆ラズベリーハーブ
ティー」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。

（１３３） （１３４） （１３５） （１３６）

　次の写真を付して、「420マ
シュマロー＆パッションフラワー
ハーブティー」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。

　次の写真を付して、「420マ
シュマロー＆エルダーフラワー
ハーブティー」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。

　次の写真を付して、「420ワイ
ルドフィーバーフュー＆パッショ
ンフラワーハーブティーメロー」
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。

　次の写真を付して、「420ラズ
ベリー＆ワイルドフィーバー
フューハーブティーメロー」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。

（１３７） （１３８） （１３９） （１４０）
　次の写真を付して、「420ワイ
ルドフィーバーフュー＆エル
ダーフラワーハーブティーメ
ロー」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。

　次の写真を付して、「420ラズ
ベリー＆パッションフラワーハー
ブティーメロー」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。

　次の写真を付して、「420ラズ
ベリー＆エルダーフラワーハー
ブティーメロー」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。

　次の写真を付して、「420マ
シュマロー＆ワイルドフィーバー
フューハーブティーメロー」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。

（１４１） （１４２） （１４３） （１４４）

　次の写真を付して、「420マ
シュマロー＆パッションフラワー
ハーブティーメロー」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。

　次の写真を付して、「420マ
シュマロー＆エルダーフラワー
ハーブティーメロー」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。

　次の写真を付して、「420マ
シュマローハーブティーメロー」
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。

　次の写真を付して、「420マ
シュマロー＆ラズベリーハーブ
ティーメロー」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。


