
知事監視製品現在指定一覧
NO.1

平成25年告示第365号（H25.4.1指定） 平成25年告示第365号（H25.4.1指定） 平成25年告示第365号（H25.4.1指定） 平成25年告示第365号（H25.4.1指定）

　次の写真に示すとおり、被包に
「METAMORPHOSE  ZERO」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、被包に
「Sweet Dreams  ZERO」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、被包に
「Forbidden  ZERO」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、被包に
「JIN～仁～  ZERO」と表示のある製
品であって、その内容物が植物片
のもの

平成25年告示第６２２号（H25.5.28指定） 平成25年告示第６２２号（H25.5.28指定） 平成25年告示第940号（H25.7.23指定） 平成25年告示第940号（H25.7.23指定）

　次の写真に示すとおり、被包に
「HONEY FLASH burn」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、被包に
「PANDORA Platinum Premium
NEXT STAGE」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、被包に
「ALADDIN X NEW」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、被包に
「SUPER SNAKE RED 3rd NEW」と
表示のある製品であって、その内容
物が植物片のもの

平成25年告示第940号（H25.7.23指定） 平成25年告示第940号（H25.7.23指定） 平成25年告示第940号（H25.7.23指定） 平成25年告示第940号（H25.7.23指定）

　次の写真に示すとおり、被包に
「SUPER SNAKE BLACK 3rd
NEW」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、被包に
「FEELING Royal 3rd NEW」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、被包に
「FEELING Strong 3rd NEW」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、被包に
「AGNI Ver.Ⅷ」と表示のある製品で
あって、その内容物が植物片のもの

平成25年告示第1130号（H25.9.6指定） 平成25年告示第1130号（H25.9.6指定） 平成25年告示第1130号（H25.9.6指定） 平成25年告示第1444号（H25.12.6指定）

　次の写真に示すとおり、被包に
「ALADDIN X Premium」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、被包に
「BLACK POWER ENDLESS ZERO
ONE」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、被包に
「HEAVEN Platnum 11」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、被包に
「Hi Kick」と表示のある製品であっ
て、その内容物が植物片のもの

参 考
知事監視製品現在指定一覧

NO.2

平成25年告示第1444号（H25.12.6指定） 平成25年告示第1444号（H25.12.6指定） 平成25年告示第1444号（H25.12.6指定） 平成25年告示第1444号（H25.12.6指定）

　次の写真に示すとおり、被包に
「MONSTER YELLOW LEVEL4」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、被包に
「HONEY FLASH Menthol 02」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、被包に
「Jackpot Mystery 01」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、被包に
「Jackpot prime 02」と表示のある製
品であって、その内容物が植物片
のもの

平成25年告示第1444号（H25.12.6指定） 平成25年告示第1444号（H25.12.6指定） 平成25年告示第1444号（H25.12.6指定） 平成25年告示第1444号（H25.12.6指定）

　次の写真に示すとおり、被包に
「忍者SHINOBI 02」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、被包に
「PANGEA 12」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、被包に
「ARATA KISS U」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、被包に
「MIDNIGHT VIRGIN Break 02」と
表示のある製品であって、その内容
物が植物片のもの

平成26年告示第100号（H26.2.4指定） 平成26年告示第100号（H26.2.4指定） 平成26年告示第100号（H26.2.4指定） 平成26年告示第100号（H26.2.4指定）

　次の写真に示すとおり、被包に「In
The night Different 02」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、被包に
「UNLIMITED DN」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、被包に
「BLACK POWER SPIRYTUS 02」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、被包に
「ぶりぶりらぶり－」と表示のある製
品であって、その内容物が植物片
のもの

平成26年告示第100号（H26.2.4指定） 平成26年告示第479号（H26.４.１１指定） 平成26年告示第479号（H26.４.１１指定） 平成26年告示第479号（H26.４.１１指定）

　次の写真に示すとおり、被包に
「Jamaican Gold EXTREME 13」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、被包に
「SPIRAL 14」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、被包に
「Sexual GOLD Superior 02」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、被包に
「FANTASY G10 LEVEL2」と表示の
ある製品であって、その内容物が植
物片のもの

知事監視製品現在指定一覧
NO.3

平成26年告示第756号（H26.6.１0指定） 平成26年告示第756号（H26.6.１0指定） 平成26年告示第756号（H26.6.１0指定） 平成26年告示第756号（H26.6.１0指定）

　次の写真に示すとおり、被包に
「Original Spice Diamond ARCTIC
SUPER」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、被包に
「Original Spice Gold ARCTIC
SUPER」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、被包に
「JOHANNES RAPHAEL」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、被包に「K
♥」と表示のある製品であって、その
内容物が植物片のもの

平成26年告示第921号（H26.7.１5指定） 平成26年告示第921号（H26.7.１5指定） 平成26年告示第921号（H26.7.１5指定） 平成26年告示第921号（H26.7.１5指定）

　次の写真に示すとおり、被包に
「EDDIE AIKAU 2ND」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、被包に
「Psychedelic Mushroom Menthol」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、被包に「G
SPOT 6th Edition」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、被包に
「ALADDIN GANG Mix Bｌend NEW
STAGE」と表示のある製品であっ
て、その内容物が植物片のもの

平成26年告示第921号（H26.7.１5指定） 平成26年告示第921号（H26.7.１5指定） 平成26年告示第921号（H26.7.１5指定） 平成26年告示第921号（H26.7.１5指定）

　次の写真に示すとおり、被包に
「ALADDIN GANG Special Bｌend
NEW STAGE」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、被包に
「ALADDIN GANG Origin Bｌend
NEW STAGE」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、被包に
「Psychedelic Skull Menthol」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、被包に
「ALADDIN X SPECIAL EDITION
NEW STAGE」と表示のある製品で
あって、その内容物が植物片のもの

平成26年告示第921号（H26.7.１5指定） 平成26年告示第921号（H26.7.１5指定） 平成26年告示第921号（H26.7.１5指定） 平成26年告示第921号（H26.7.１5指定）

　次の写真に示すとおり、被包に
「ALADDIN PLATINUM NEW
STAGE」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、被包に
「Original Spice Gold PLUS」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、被包に
「ALADDIN 蛙 NEW STAGE」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、被包に
「RUSH trip NEXT13」と表示のある
製品であって、その内容物が植物
片のもの

知事監視製品現在指定一覧
NO.４

平成26年告示第921号（H26.7.１5指定） 平成26年告示第921号（H26.7.１5指定） 平成26年告示第921号（H26.7.１5指定） 平成26年告示第921号（H26.7.１5指定）

　次の写真に示すとおり、被包に
「ALADDIN Premium NEW
STAGE」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、被包に
「ALADDIN LIMITED NEW
STAGE」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、被包に
「ALADDIN White NEW STAGE」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、被包に
「ALADDIN 鬼 NEW STAGE」と表
示のある製品であって、その内容物
が植物片のもの

平成26年告示第921号（H26.7.１5指定） 平成26年告示第921号（H26.7.１5指定） 平成26年告示第921号（H26.7.１5指定） 平成26年告示第921号（H26.7.１5指定）

　次の写真に示すとおり、被包に
「THE SUPER LEMON HAZE
NEXT13」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、被包に
「THE SUPER LEMON SPEED
NEXT13」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、被包に
「RUSH XTC NEXT13」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、被包に
「RUSH CRYSTAL NEXT13」と表示
のある製品であって、その内容物が
植物片のもの

平成26年告示第921号（H26.7.１5指定） 平成26年告示第921号（H26.7.１5指定） 平成26年告示第921号（H26.7.１5指定） 平成26年告示第921号（H26.7.１5指定）

　次の写真に示すとおり、被包に
「RUSH SPEED NEXT13」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、被包に
「RUSH miracle NEXT13」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、被包に
「ALADDIN XX FINAL STAGE」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、被包に
「ALADDIN TRIBE NEW STAGE」と
表示のある製品であって、その内容
物が植物片のもの

平成26年告示第921号（H26.7.１5指定） 平成26年告示第921号（H26.7.１5指定） 平成26年告示第921号（H26.7.１5指定） 平成26年告示第921号（H26.7.１5指定）

　次の写真に示すとおり、被包に
「ALADDIN 鯉 NEW STAGE」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、被包に「♥
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

　次の写真に示すとおり、被包に
「JOHANNES MICHAEL」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、被包に
「剛 PLUS overture 03」と表示のあ
る製品であって、その内容物が植物
片のもの

（令和4年11月15日時点）



知事監視製品現在指定一覧
NO.５

平成26年告示第921号（H26.7.１5指定） 平成26年告示第921号（H26.7.１5指定） 平成26年告示第921号（H26.7.１5指定） 平成26年告示第1174号（H26.9.１9指定）

　次の写真に示すとおり、被包に
「仁 PLUS overture 03」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、被包に
「Hot Stuff overture 03」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、被包に
「Fairy overture 03」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、被包に「H
EFFECT 15」と表示のある製品で
あって、その内容物が植物片のもの

平成26年告示第1174号（H26.9.１9指定） 平成26年告示第1174号（H26.9.１9指定） 平成26年告示第1174号（H26.9.１9指定） 平成26年告示第1174号（H26.9.１9指定）

　次の写真に示すとおり、被包に
「Paris AROMA BOOST 2nd」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、被包に
「Skull Dragon POWDER 2nd」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、被包に
「EDDIE AIKAU ultra Speed」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、被包に
「Jaws Maui Hyper Speed 2nd」と表
示のある製品であって、その内容物
が植物片のもの

平成26年告示第1174号（H26.9.１9指定） 平成26年告示第1174号（H26.9.１9指定） 平成26年告示第1174号（H26.9.１9指定） 平成26年告示第1174号（H26.9.１9指定）

　次の写真に示すとおり、被包に
「Samantha AROMA BOOST 2nd」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、被包に
「XTC TRIP Liquid 13」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、被包に
「ALL Stars 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

　次の写真に示すとおり、被包に
「KRISHNA SunRise 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

平成26年告示第1174号（H26.9.１9指定） 平成26年告示第1174号（H26.9.１9指定） 平成26年告示第1174号（H26.9.１9指定） 平成26年告示第1174号（H26.9.１9指定）

　次の写真に示すとおり、被包に
「SYACHI 」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、被包に
「KAME」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、被包に
「THE SUPER LEMON HAZE
Tropical」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、被包に
「ALADDIN BLACK NEW STAGE
Ⅱ」と表示のある製品であって、そ
の内容物が植物片のもの

知事監視製品現在指定一覧
NO.６

平成26年告示第1174号（H26.9.１9指定） 平成26年告示第1174号（H26.9.１9指定） 平成26年告示第1174号（H26.9.１9指定） 平成26年告示第1174号（H26.9.１9指定）

　次の写真に示すとおり、被包に
「ALADDIN GOLD NEW STAGE
Ⅱ」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、被包に
「ALADDIN 蛇 NEW STAGE Ⅱ」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、被包に
「ALADDIN A NEW STAGE Ⅱ」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、被包に
「めっちゃエロス」と表示のある製品
であって、その内容物が粉末のもの

平成26年告示第1174号（H26.9.１9指定） 平成26年告示第1174号（H26.9.１9指定） 平成26年告示第1174号（H26.9.１9指定） 平成26年告示第1174号（H26.9.１9指定）

　次の写真に示すとおり、被包に
「180 2nd」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、被包に
「RAINBOW HYPER」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、被包に
「Crystal Liquid 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、被包に
「AN-DRO-ME-DA2」と表示のある
製品であって、その内容物が植物
片のもの

平成26年告示第1174号（H26.9.１9指定） 平成26年告示第1287号（H26.10.21指定） 平成26年告示第1287号（H26.10.21指定） 平成26年告示第1287号（H26.10.21指定）

　次の写真に示すとおり、被包に
「CUP CAKES」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、被包に
「THE SUPER LEMON HAZE Ⅱ」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、被包に
「RUSH trip Ⅱ」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、被包に
「Chemical Ice Acid」と表示のある製
品であって、その内容物が植物片
のもの

平成26年告示第1287号（H26.10.21指定） 平成26年告示第1287号（H26.10.21指定） 平成26年告示第1287号（H26.10.21指定） 平成26年告示第1287号（H26.10.21指定）

　次の写真に示すとおり、被包に
「Solar」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、被包に
「Rasta」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、被包に
「Original Spice Diamond Super」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、被包に
「Original Spice Gold Super」と表示
のある製品であって、その内容物が
植物片のもの

知事監視製品現在指定一覧
NO.７

平成26年告示第1287号（H26.10.21指定） 平成26年告示第1287号（H26.10.21指定） 平成26年告示第1287号（H26.10.21指定） 平成26年告示第1287号（H26.10.21指定）

　次の写真に示すとおり、被包に
「aura Drip Ⅱ」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、被包に
「Chill X Super」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、被包に
「お香12」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、被包に
「お香13」と表示のある製品であっ
て、その内容物が植物片のもの

平成26年告示第1287号（H26.10.21指定） 平成26年告示第1287号（H26.10.21指定） 平成26年告示第1287号（H26.10.21指定） 平成26年告示第1287号（H26.10.21指定）

　次の写真に示すとおり、被包に
「お香14」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、被包に
「お香15」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、被包に
「鬼55」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、被包に
「象64」と表示のある製品であって、
その内容物が植物片のもの

平成26年告示第1287号（H26.10.21指定） 平成26年告示第1287号（H26.10.21指定） 平成26年告示第1451号（H26.11.21指定） 平成26年告示第1451号（H26.11.21指定）

　次の写真に示すとおり、被包に
「AP31」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、被包に
「ICE CREEM SPIRaL」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、被包に
「METEORITE」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、被包に
「EROMETAL　エロメタル」と表示の
ある製品であって、その内容物が粉
末のもの

平成26年告示第1451号（H26.11.21指定） 平成26年告示第1451号（H26.11.21指定） 平成26年告示第1451号（H26.11.21指定） 平成26年告示第1451号（H26.11.21指定）

　次の写真に示すとおり、被包に
「apoLLo13」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、被包に
「HUSTLER INCENCE LOVE
PURPLE」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、被包に
「HYPER COOL」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、被包に
「ASH」と表示のある製品であって、
その内容物が植物片のもの

知事監視製品現在指定一覧
NO.８

平成26年告示第1451号（H26.11.21指定） 平成26年告示第1451号（H26.11.21指定） 平成26年告示第1451号（H26.11.21指定） 平成26年告示第1451号（H26.11.21指定）

　次の写真に示すとおり、被包に
「ASH」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、被包に
「お香71」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、被包に
「GOLD JOHNNY」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、被包に
「POWER SEEDS」と表示のある製
品であって、その内容物が植物片
のもの

平成26年告示第1451号（H26.11.21指定） 平成26年告示第1451号（H26.11.21指定） 平成26年告示第1451号（H26.11.21指定） 平成26年告示第1451号（H26.11.21指定）

　次の写真に示すとおり、被包に
「BLACK 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

　次の写真に示すとおり、被包に
「Chemical Ice&Fire」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、被包に
「RAINBOW ROOT」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、被包に
「雪月花」と表示のある製品であっ
て、その内容物が植物片のもの

平成26年告示第1451号（H26.11.21指定） 平成26年告示第1451号（H26.11.21指定） 平成26年告示第1451号（H26.11.21指定） 平成26年告示第1451号（H26.11.21指定）

　次の写真に示すとおり、被包に
「ASH」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、被包に
「ASH」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、被包に
「angel Eyes NEW」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、被包に
「JOHANNES GABRIEL」と表示の
ある製品であって、その内容物が植
物片のもの

平成26年告示第1451号（H26.11.21指定） 平成26年告示第1451号（H26.11.21指定） 平成27年告示第100号（H27.2.6指定） 平成27年告示第100号（H27.2.6指定）

　次の写真に示すとおり、被包に
「Pakalolo BlueBerry Kush new 2nd」
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、被包に
「Dutch Skunk new 2nd」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、被包に
「Artistic nEW 2nd」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、被包に
「Artistic nEW 2nd」と表示のある製
品であって、その内容物が植物片
のもの



知事監視製品現在指定一覧
NO.９

平成27年告示第100号（H27.2.6指定） 平成27年告示第100号（H27.2.6指定） 平成27年告示第100号（H27.2.6指定） 平成27年告示第100号（H27.2.6指定）

　次の写真に示すとおり、被包に
「Lion Heart RED」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、被包に
「C.C.GaiMon」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、被包に
「C.C.PheroMon」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、被包に
「MACCHOMEN」と表示のある製品
であって、その内容物が植物片のも
の

平成27年告示第100号（H27.2.6指定） 平成27年告示第100号（H27.2.6指定） 平成27年告示第100号（H27.2.6指定） 平成27年告示第100号（H27.2.6指定）

　次の写真に示すとおり、被包に
「CRASH SLiP」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、被包に
「Inspire Mind」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、被包に
「Inspire Desteny」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、被包に
「Ultra Nature 2nd」と表示のある製
品であって、その内容物が植物片
のもの

平成27年告示第100号（H27.2.6指定） 平成27年告示第100号（H27.2.6指定） 平成27年告示第100号（H27.2.6指定） 平成27年告示第100号（H27.2.6指定）

　次の写真に示すとおり、被包に
「Mother 2nd」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、被包に
「Earth」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、被包に
「Chemical Mafia」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、被包に
「CHILL OUT 2nd」と表示のある製
品であって、その内容物が液体のも
の

平成27年告示第100号（H27.2.6指定） 平成27年告示第100号（H27.2.6指定） 平成27年告示第100号（H27.2.6指定） 平成27年告示第100号（H27.2.6指定）

　次の写真に示すとおり、被包に
「H.O.P.E」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、被包に
「FUcK OfF」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、被包に
「syndrome」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、被包に
「Dance insence 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

知事監視製品現在指定一覧
NO.10

平成27年告示第100号（H27.2.6指定） 平成27年告示第100号（H27.2.6指定） 平成27年告示第100号（H27.2.6指定） 平成27年告示第100号（H27.2.6指定）

　次の写真に示すとおり、被包に「G
Diamond」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、被包に「G
King」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、被包に「G
Queen」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、被包に
「Flash Pink」と表示のある製品で
あって、その内容物が粉末のもの

平成27年告示第100号（H27.2.6指定） 平成27年告示第100号（H27.2.6指定） 平成27年告示第100号（H27.2.6指定） 平成27年告示第100号（H27.2.6指定）

　次の写真に示すとおり、被包に
「Elizabeth」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、被包に
「ASH」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、被包に
「ASH」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、被包に
「ASH」と表示のある製品であって、
その内容物が液体のもの

平成27年告示第100号（H27.2.6指定） 平成27年告示第100号（H27.2.6指定） 平成27年告示第100号（H27.2.6指定） 平成27年告示第100号（H27.2.6指定）

　次の写真に示すとおり、被包に
「TWINKLE PINK」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、被包に
「SPARK AQUA」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、被包に
「Skull & Bones 2nd」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、被包に
「MONSTER」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のもの

平成27年告示第100号（H27.2.6指定） 平成27年告示第100号（H27.2.6指定） 平成27年告示第100号（H27.2.6指定） 平成27年告示第100号（H27.2.6指定）

　次の写真に示すとおり、被包に
「SHINE CROWN」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、被包に
「MACCHOMEN」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、被包に
「XXX」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、被包に
「Energy」と表示のある製品であっ
て、その内容物が植物片のもの

知事監視製品現在指定一覧
NO.11

平成27年告示第100号（H27.2.6指定） 平成27年告示第100号（H27.2.6指定） 平成27年告示第100号（H27.2.6指定） 平成27年告示第100号（H27.2.6指定）

　次の写真に示すとおり、被包に
「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、被包に「G
Ageha」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、被包に
「Eniguma 2nd」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、被包に
「Hyper FRESH」と表示のある製品
であって、その内容物が液体のもの

平成27年告示第100号（H27.2.6指定） 平成27年告示第100号（H27.2.6指定） 平成27年告示第100号（H27.2.6指定） 平成27年告示第100号（H27.2.6指定）

　次の写真に示すとおり、被包に
「SUPER moon COOL CHARGE」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、被包に
「Gorilla nEW 2nd」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、被包に
「Artistic nEW」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、被包に
「Eniguma 2nd」と表示のある製品で
あって、その内容物が粉末のもの

平成27年告示第100号（H27.2.6指定） 平成27年告示第100号（H27.2.6指定） 平成27年告示第100号（H27.2.6指定） 平成27年告示第100号（H27.2.6指定）

　次の写真に示すとおり、被包に
「SUPER moon POWDER」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、被包に
「MONSTER」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、被包に
「Deep SEX NEW Edition」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、被包に
「DO AGNI」と表示のある製品で
あって、その内容物が植物片のもの

平成27年告示第100号（H27.2.6指定） 平成27年告示第100号（H27.2.6指定） 平成27年告示第100号（H27.2.6指定） 平成27年告示第100号（H27.2.6指定）

　次の写真に示すとおり、被包に
「EARTH SHAKER」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、被包に
「EK AGNI」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、被包に
「Eve」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、被包に
「Eve +」と表示のある製品であっ
て、その内容物が植物片のもの

知事監視製品現在指定一覧
NO.12

平成27年告示第100号（H27.2.6指定） 平成27年告示第100号（H27.2.6指定） 平成27年告示第100号（H27.2.6指定） 平成27年告示第100号（H27.2.6指定）

　次の写真に示すとおり、被包に
「Flash Blue」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、被包に
「Gloria」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、被包に
「GREEN DRAGON」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、被包に
「Machine Head」と表示のある製品
であって、その内容物が粉末のもの

平成27年告示第100号（H27.2.6指定） 平成27年告示第100号（H27.2.6指定） 平成27年告示第100号（H27.2.6指定） 平成27年告示第100号（H27.2.6指定）

　次の写真に示すとおり、被包に
「MAGIC USER」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、被包に
「Mimosa AROMA LIQUID」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、被包に
「Mimosa POWDER」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、被包に
「Miranda」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの

平成27年告示第100号（H27.2.6指定） 平成27年告示第100号（H27.2.6指定） 平成27年告示第100号（H27.2.6指定） 平成27年告示第100号（H27.2.6指定）

　次の写真に示すとおり、被包に
「Olivia」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、被包に
「Original Spice Diamond SOLID」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、被包に
「Solid 16」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、被包に
「Solid 16」と表示のある製品であっ
て、その内容物が粉末のもの

平成27年告示第100号（H27.2.6指定） 平成27年告示第100号（H27.2.6指定） 平成27年告示第294号（H27.3.24指定） 平成27年告示第294号（H27.3.24指定）

　次の写真に示すとおり、被包に
「Stacey」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、被包に
「ULTIMATE MEGA Radio Star」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、被包に
「Spiral Girl Yellow」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、被包に「X
POWDER」と表示のある製品であっ
て、その内容物が粉末のもの



知事監視製品現在指定一覧
NO.13

平成27年告示第294号（H27.3.24指定） 平成27年告示第294号（H27.3.24指定） 平成27年告示第294号（H27.3.24指定） 平成27年告示第294号（H27.3.24指定）

　次の写真に示すとおり、被包に
「EROSS MAX」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、被包に
「SPEED MAX」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、被包に
「EROSS 罰　極」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、被包に
「EROSS 罪　極」と表示のある製品
であって、その内容物が液体のもの

平成27年告示第294号（H27.3.24指定） 平成27年告示第294号（H27.3.24指定） 平成27年告示第294号（H27.3.24指定） 平成27年告示第294号（H27.3.24指定）

　次の写真に示すとおり、被包に
「LOSE SEnD DiSMay」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、被包に
「METAL 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

　次の写真に示すとおり、被包に
「METAL SILVER」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、被包に
「PREMIUM 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

平成27年告示第294号（H27.3.24指定） 平成27年告示第294号（H27.3.24指定） 平成27年告示第294号（H27.3.24指定） 平成27年告示第294号（H27.3.24指定）

　次の写真に示すとおり、被包に
「幸子乃雫」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、被包に
「めっちゃめちゃエロス」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、被包に
「極上エロス」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、被包に
「IMPACT」と表示のある製品であっ
て、その内容物が植物片のもの

平成27年告示第294号（H27.3.24指定） 平成27年告示第294号（H27.3.24指定） 平成27年告示第294号（H27.3.24指定） 平成27年告示第294号（H27.3.24指定）

　次の写真に示すとおり、被包に
「VENUS」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、被包に
「XXX香　Insense No.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

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

知事監視製品現在指定一覧
NO.14

平成27年告示第294号（H27.3.24指定） 平成27年告示第294号（H27.3.24指定） 平成27年告示第294号（H27.3.24指定） 平成27年告示第294号（H27.3.24指定）

　次の写真に示すとおり、被包に
「XXX香　Incense No.1」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、被包に
「SEXUALITY」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、被包に
「DEEP SEA 420M」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、被包に
「Hyper Rocket!!!」と表示のある製
品であって、その内容物が植物片
のもの

平成27年告示第294号（H27.3.24指定） 平成27年告示第294号（H27.3.24指定） 平成27年告示第294号（H27.3.24指定） 平成27年告示第294号（H27.3.24指定）

　次の写真に示すとおり、被包に「G
violet」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、被包に
「Red香 Spicy Girl」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、被包に
「XXX香　Insense No.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

　次の写真に示すとおり、被包に
「nice 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

平成27年告示第294号（H27.3.24指定） 平成27年告示第294号（H27.3.24指定） 平成27年告示第294号（H27.3.24指定） 平成27年告示第294号（H27.3.24指定）

　次の写真に示すとおり、被包に
「BEAST RUSH」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、被包に
「nice 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、被包に
「Sexual Feeling Aroma」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、被包に
「Purple香 Spicy Girl」と表示のある
製品であって、その内容物が植物
片のもの

平成27年告示第294号（H27.3.24指定） 平成27年告示第294号（H27.3.24指定） 平成27年告示第294号（H27.3.24指定） 平成27年告示第294号（H27.3.24指定）

　次の写真に示すとおり、被包に
「Sweet Frower」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、被包に
「Eross KIWAMI 極　特」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、被包に
「AN-DROME-DA極」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、被包に
「CRASH JUMP」と表示のある製品
であって、その内容物が植物片のも
の

知事監視製品現在指定一覧
NO.15

平成27年告示第294号（H27.3.24指定） 平成27年告示第294号（H27.3.24指定） 平成27年告示第294号（H27.3.24指定） 平成27年告示第294号（H27.3.24指定）

　次の写真に示すとおり、被包に
「CHAKRA GREEN 2ND」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、被包に
「Excite FUCK2 特」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、被包に
「Eross 淫　極」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、被包に
「ageHa 2ND 特」と表示のある製品
であって、その内容物が液体のもの

平成27年告示第294号（H27.3.24指定） 平成27年告示第294号（H27.3.24指定） 平成27年告示第294号（H27.3.24指定） 平成27年告示第294号（H27.3.24指定）

　次の写真に示すとおり、被包に
「Eross 乱　極」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、被包に
「GIRL FRIEND RED SHOES」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、被包に
「GIRL FRIEND BLUE SHOES」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、被包に
「EROSS 罪　特上」と表示のある製
品であって、その内容物が液体のも
の

平成27年告示第294号（H27.3.24指定） 平成27年告示第294号（H27.3.24指定） 平成27年告示第294号（H27.3.24指定） 平成27年告示第294号（H27.3.24指定）

　次の写真に示すとおり、被包に
「GIRL FRIEND NEW」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、被包に
「SATURN」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、被包に
「Jaguar 特撰」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、被包に
「GIRL FRIEND 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

平成27年告示第294号（H27.3.24指定） 平成27年告示第294号（H27.3.24指定） 平成27年告示第294号（H27.3.24指定） 平成27年告示第294号（H27.3.24指定）

　次の写真に示すとおり、被包に
「Moebius PURPLE」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、被包に
「めっちゃエロス　特」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、被包に
「秋さちこ　極」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、被包に
「Moebius 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

知事監視製品現在指定一覧
NO.16

平成27年告示第294号（H27.3.24指定） 平成27年告示第294号（H27.3.24指定） 平成27年告示第294号（H27.3.24指定） 平成27年告示第294号（H27.3.24指定）

　次の写真に示すとおり、被包に
「神龍GREEN」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、被包に
「MESSAGE」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、被包に
「めっちゃエロス　特撰」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、被包に
「神龍BLUE」と表示のある製品で
あって、その内容物が粉末のもの

平成27年告示第294号（H27.3.24指定） 平成27年告示第294号（H27.3.24指定） 平成27年告示第294号（H27.3.24指定） 平成27年告示第294号（H27.3.24指定）

　次の写真に示すとおり、被包に
「Erika First Class」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、被包に
「Honey Rose」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、被包に
「MESSAGE」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、被包に
「GREEN BOMB」と表示のある製品
であって、その内容物が植物片のも
の

平成27年告示第294号（H27.3.24指定） 平成27年告示第294号（H27.3.24指定） 平成27年告示第294号（H27.3.24指定） 平成27年告示第294号（H27.3.24指定）

　次の写真に示すとおり、被包に
「PLUTO」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、被包に
「LIZ」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、被包に
「First Class」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、被包に
「MARS」と表示のある製品であっ
て、その内容物が植物片のもの

平成27年告示第294号（H27.3.24指定） 平成27年告示第294号（H27.3.24指定） 平成27年告示第294号（H27.3.24指定） 平成27年告示第294号（H27.3.24指定）

　次の写真に示すとおり、被包に
「Lovers night」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、被包に
「SUPER SEXY」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、被包に
「Julia」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、被包に
「Maria」と表示のある製品であって、
その内容物が液体のもの



知事監視製品現在指定一覧
NO.17

平成27年告示第294号（H27.3.24指定） 平成27年告示第732号（H27.6.16指定） 平成27年告示第732号（H27.6.16指定） 平成27年告示第732号（H27.6.16指定）

　次の写真に示すとおり、被包に
「LOVE SPLASH」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、被包に
「FIRE IMPACT TRIP」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、被包に
「SUNNY」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、被包に
「CRASH DLOP」と表示のある製品
であって、その内容物が植物片のも
の

平成27年告示第732号（H27.6.16指定） 平成27年告示第732号（H27.6.16指定） 平成27年告示第732号（H27.6.16指定） 平成27年告示第732号（H27.6.16指定）

　次の写真に示すとおり、被包に
「First Class Sayaka」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、被包に
「PREMIUM star」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、被包に
「FIRE IMPACT HOT」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、被包に
「PLANET」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの

平成27年告示第732号（H27.6.16指定） 平成27年告示第732号（H27.6.16指定） 平成27年告示第732号（H27.6.16指定） 平成27年告示第732号（H27.6.16指定）

　次の写真に示すとおり、被包に
「蜜」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、被包に
「LAsT香　No.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

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

平成27年告示第732号（H27.6.16指定） 平成27年告示第732号（H27.6.16指定） 平成27年告示第732号（H27.6.16指定） 平成27年告示第732号（H27.6.16指定）

　次の写真に示すとおり、被包に
「鷹」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、被包に
「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

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

知事監視製品現在指定一覧
NO.18

平成27年告示第732号（H27.6.16指定） 平成27年告示第732号（H27.6.16指定） 平成27年告示第732号（H27.6.16指定） 平成27年告示第732号（H27.6.16指定）

　次の写真に示すとおり、被包に
「LOVE DEVILS」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、被包に
「土竜」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、被包に
「THE XXX」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、被包に
「FETISHISM」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のもの

平成27年告示第732号（H27.6.16指定） 平成27年告示第732号（H27.6.16指定） 平成27年告示第732号（H27.6.16指定） 平成27年告示第732号（H27.6.16指定）

　次の写真に示すとおり、被包に
「SNIPER」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、被包に
「DEVILS party」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、被包に
「FETISHISM」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、被包に
「SPEED DEMOn」と表示のある製
品であって、その内容物が液体のも
の

平成27年告示第732号（H27.6.16指定） 平成27年告示第732号（H27.6.16指定） 平成27年告示第732号（H27.6.16指定） 平成27年告示第732号（H27.6.16指定）

　次の写真に示すとおり、被包に
「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

　次の写真に示すとおり、被包に
「SNIPER」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、被包に
「TROPICAL PARTY」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、被包に
「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

平成27年告示第732号（H27.6.16指定） 平成27年告示第732号（H27.6.16指定） 平成27年告示第732号（H27.6.16指定） 平成27年告示第732号（H27.6.16指定）

　次の写真に示すとおり、被包に
「LOVEGAME」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、被包に
「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

　次の写真に示すとおり、被包に
「極」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、被包に
「GIVE ME KISS」と表示のある製品
であって、その内容物が粉末のもの

知事監視製品現在指定一覧
NO.19

平成27年告示第732号（H27.6.16指定） 平成27年告示第732号（H27.6.16指定） 平成27年告示第732号（H27.6.16指定） 平成27年告示第732号（H27.6.16指定）

　次の写真に示すとおり、被包に
「TROPICAL HONEY」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、被包に
「No.3」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、被包に
「Sexy Dragon」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、被包に
「No.7」と表示のある製品であって、
その内容物が液体のもの

平成27年告示第732号（H27.6.16指定） 平成27年告示第732号（H27.6.16指定） 平成27年告示第732号（H27.6.16指定） 平成27年告示第732号（H27.6.16指定）

　次の写真に示すとおり、被包に
「Moe」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、被包に
「Cool Girl」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、被包に
「No.5」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、被包に
「Sakura」と表示のある製品であっ
て、その内容物が植物片のもの

平成27年告示第732号（H27.6.16指定） 平成27年告示第732号（H27.6.16指定） 平成27年告示第732号（H27.6.16指定） 平成27年告示第732号（H27.6.16指定）

　次の写真に示すとおり、被包に
「TIGER」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、被包に
「HIPS!!」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、被包に
「ISLAND」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、被包に
「Final香No.1」と表示のある製品で
あって、その内容物が植物片のもの

平成27年告示第732号（H27.6.16指定） 平成27年告示第732号（H27.6.16指定） 平成27年告示第732号（H27.6.16指定） 平成27年告示第732号（H27.6.16指定）

　次の写真に示すとおり、被包に
「極限エロティック」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、被包に
「発」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、被包に
「BUM!!」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、被包に
「Excite Night」と表示のある製品で
あって、その内容物が粉末のもの

知事監視製品現在指定一覧
NO.２０

平成27年告示第732号（H27.6.16指定） 平成27年告示第732号（H27.6.16指定） 平成27年告示第732号（H27.6.16指定） 平成27年告示第732号（H27.6.16指定）

　次の写真に示すとおり、被包に
「Stefany」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、被包に
「Vanilla」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、被包に
「中」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、被包に
「Guardian God」と表示のある製品
であって、その内容物が植物片のも
の

平成27年告示第732号（H27.6.16指定） 平成27年告示第732号（H27.6.16指定） 平成27年告示第732号（H27.6.16指定） 平成27年告示第732号（H27.6.16指定）

　次の写真に示すとおり、被包に
「シコシコボーン」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、被包に
「Flower」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、被包に
「Flora」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、被包に
「グルグルドーン」と表示のある製品
であって、その内容物が植物片のも
の

平成27年告示第732号（H27.6.16指定） 平成27年告示第732号（H27.6.16指定） 平成27年告示第732号（H27.6.16指定） 平成27年告示第732号（H27.6.16指定）

　次の写真に示すとおり、被包に
「THE XX」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、被包に
「パコパコニャーン」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、被包に
「シャキシャキバーン」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、被包に
「THE HH」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの

平成27年告示第732号（H27.6.16指定） 平成27年告示第950号（H27.8.21指定） 平成27年告示第950号（H27.8.21指定） 平成27年告示第950号（H27.8.21指定）

　次の写真に示すとおり、被包に
「THE HHH」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、被包に
「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

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



知事監視製品現在指定一覧（平成29年9月1日時点）

NO.２１

平成27年告示第950号（H27.8.21指定） 平成27年告示第950号（H27.8.21指定） 平成27年告示第950号（H27.8.21指定） 平成27年告示第950号（H27.8.21指定）

　次の写真に示すとおり、被包に
「Night Party」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、被包に
「Sunset Beach」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、被包に
「秀吉」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、被包に
「Wet Guy」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの

平成27年告示第950号（H27.8.21指定） 平成27年告示第950号（H27.8.21指定） 平成27年告示第950号（H27.8.21指定） 平成27年告示第1252号（H27.11.4指定）

　次の写真に示すとおり、被包に
「乱れ牡丹」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、被包に
「締め小股」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、被包に
「恋慕」と表示のある製品であって、
その内容物が植物片のもの

　被包に次の写真に示すとおりの表
示のある製品であって、その内容物
が液体のもの

平成27年告示第1252号（H27.11.4指定） 平成27年告示第1252号（H27.11.4指定） 平成27年告示第1252号（H27.11.4指定） 平成27年告示第1252号（H27.11.4指定）

　被包に次の写真に示すとおりの表
示のある製品であって、その内容物
が液体のもの

　被包に次の写真に示すとおりの表
示のある製品であって、その内容物
が液体のもの

　被包に次の写真に示すとおりの表
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、被包に
「秘密」と表示のある製品であって、
その内容物が液体のもの

平成27年告示第1252号（H27.11.4指定） 平成27年告示第1252号（H27.11.4指定） 平成27年告示第1252号（H27.11.4指定） 平成27年告示第1252号（H27.11.4指定）

　次の写真に示すとおり、被包に
「悟」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、被包に
「禅」と表示のある製品であって、そ
の内容物が液体のもの

　被包に次の写真に示すとおりの表
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、容器に
「Max Air Gus」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体又は気
体のもの

知事監視製品現在指定一覧
NO.２2

平成27年告示第1252号（H27.11.4指定） 平成27年告示第1252号（H27.11.4指定） 平成27年告示第1252号（H27.11.4指定） 平成27年告示第1365号（H27.12.1指定）

　次の写真に示すとおり、被包に
「BLIZZARD」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、被包に
「SUPER FLASH」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、被包に
「LOVE FLASH」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、被包に
「ピーチちゃん」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のもの

平成27年告示第1365号（H27.12.1指定） 平成27年告示第1365号（H27.12.1指定） 平成27年告示第1365号（H27.12.1指定） 平成27年告示第1365号（H27.12.1指定）

　次の写真に示すとおり、被包に
「バナナくん」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、被包に
「チェリィさん」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、被包に
「BUDDA仏陀」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、被包に「Ｎ
Ｐｈａｎｔｏｍ」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの

平成27年告示第1365号（H27.12.1指定） 平成27年告示第1365号（H27.12.1指定） 平成27年告示第1365号（H27.12.1指定） 平成28年告示第214号（H28.3.8指定）

　次の写真に示すとおり、容器に
「Ｈｉｇｈ　Ｈ　Ⅲ」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、容器に
「xpoiz SodaⅡ」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、容器に
「xpoiz BedaⅡ」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、「orijinal
A+」と表示のある製品であって、そ
の内容物が植物片のもの。

平成28年告示第214号（H28.3.8指定） 平成28年告示第214号（H28.3.8指定） 平成28年告示第214号（H28.3.8指定） 平成28年告示第214号（H28.3.8指定）

　次の写真に示すとおり、「orijinal
L+」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、
「POWER」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、「SPEED」
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」
と表示のある製品であって、その内
容物が液体のもの。

知事監視製品現在指定一覧
NO.２３

平成28年告示第214号（H28.3.8指定） 平成28年告示第214号（H28.3.8指定） 平成28年告示第214号（H28.3.8指定） 平成28年告示第214号（H28.3.8指定）

　次の写真に示すとおり、「ICE
Impact」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、「ICE
Impact THIRD」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、
「Redorgasm」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、
「WhiteSplash」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のもの。

平成28年告示第214号（H28.3.8指定） 平成28年告示第214号（H28.3.8指定） 平成28年告示第214号（H28.3.8指定） 平成28年告示第214号（H28.3.8指定）

　次の写真に示すとおり、
「CrazyViolet」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、「ICE」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、「Crystal
Eye」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、「Cork」と
表示のある製品であって、その内容
物が粉末のもの。

平成28年告示第214号（H28.3.8指定） 平成28年告示第214号（H28.3.8指定） 平成28年告示第214号（H28.3.8指定） 平成28年告示第214号（H28.3.8指定）

　次の写真に示すとおり、「Energy」
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、
「MONSTER」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、「expoiz
GammaⅡ」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、「High S
Ⅲ」と表示のある製品であって、そ
の内容物が液体のもの。

平成28年告示第214号（H28.3.8指定） 平成28年告示第214号（H28.3.8指定） 平成28年告示第214号（H28.3.8指定） 平成28年告示第214号（H28.3.8指定）

　次の写真に示すとおり、
「DIAMOND ICE」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、
「DIAMOND Rush」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、「K2
Black」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、「K2
Solid」と表示のある製品であって、
その内容物が植物片のもの。

知事監視製品現在指定一覧
NO.２４

平成28年告示第547号（H28.5.17指定） 平成28年告示第547号（H28.5.17指定） 平成28年告示第547号（H28.5.17指定） 平成28年告示第547号（H28.5.17指定）

　次の写真に示すとおり、「SEX
BOMBER XXX」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
BOMBER EX」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、「Cold
Stone King 2」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、「ADULT
SWEET」と表示のある製品であっ
て、その内容物が植物片のもの。

平成28年告示第547号（H28.5.17指定） 平成28年告示第547号（H28.5.17指定） 平成28年告示第547号（H28.5.17指定） 平成28年告示第547号（H28.5.17指定）

　次の写真に示すとおり、「ADULT
TWIN」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、「ICE
BLACK」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、「ICE
STRONG」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、「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。

平成28年告示第547号（H28.5.17指定） 平成28年告示第547号（H28.5.17指定） 平成28年告示第547号（H28.5.17指定） 平成28年告示第547号（H28.5.17指定）

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

平成28年告示第547号（H28.5.17指定） 平成28年告示第547号（H28.5.17指定） 平成28年告示第547号（H28.5.17指定） 平成28年告示第547号（H28.5.17指定）

　次の写真に示すとおり、「Royal」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、「ROUTE
CW」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、「CALL
GIRL」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、「Jelly
fishes」と表示のある製品であって、
その内容物が粉末のもの。



知事監視製品現在指定一覧
NO.２５

平成28年告示第547号（H28.5.17指定） 平成28年告示第547号（H28.5.17指定） 平成28年告示第547号（H28.5.17指定） 平成28年告示第547号（H28.5.17指定）

　次の写真に示すとおり、「BLUE」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、「angεl」
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、「海王」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、「獣王」と
表示のある製品であって、その内容
物が液体のもの。

平成28年告示第547号（H28.5.17指定） 平成28年告示第880号（H28.7.22指定） 平成28年告示第880号（H28.7.22指定） 平成28年告示第880号（H28.7.22指定）

　次の写真に示すとおり、「dεmon」
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、「ROUTE
CW」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、「福袋
10Pack」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、「福袋
5Pack」と表示のある製品であって、
その内容物が液体のもの。

平成28年告示第880号（H28.7.22指定） 平成28年告示第880号（H28.7.22指定） 平成28年告示第880号（H28.7.22指定） 平成28年告示第880号（H28.7.22指定）

　次の写真に示すとおり、「GOD
POWER」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、「Freeze
氷」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、「XXX」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、「XXX
5Pack」と表示のある製品であって、
その内容物が植物片のもの。

平成28年告示第880号（H28.7.22指定） 平成28年告示第880号（H28.7.22指定） 平成28年告示第880号（H28.7.22指定） 平成28年告示第880号（H28.7.22指定）

　次の写真に示すとおり、「VIRGIN」
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、「crystal-
one」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、「情事　魅
惑のアロマリキッド」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、「誘惑の
アロマリキッド　情事MAX」と表示の
ある製品であって、その内容物が液
体のもの。

知事監視製品現在指定一覧
NO.26

平成28年告示第880号（H28.7.22指定） 平成28年告示第880号（H28.7.22指定） 平成28年告示第880号（H28.7.22指定） 平成28年告示第880号（H28.7.22指定）

　次の写真に示すとおり、
「COLORFUL Party」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、「eternity
永遠の愛」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、「女神」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、「極上の
香り　ラフィング」と表示のある製品
であって、その内容物が植物片のも
の。

平成28年告示第880号（H28.7.22指定） 平成28年告示第880号（H28.7.22指定） 平成28年告示第880号（H28.7.22指定） 平成28年告示第880号（H28.7.22指定）

　次の写真に示すとおり、
「NIGHTROUGE」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、「GUY
MAX」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、「GUY
MAXⅡ」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、
「thunderbird」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のもの。

平成28年告示第880号（H28.7.22指定） 平成28年告示第880号（H28.7.22指定） 平成28年告示第880号（H28.7.22指定） 平成28年告示第880号（H28.7.22指定）

　次の写真に示すとおり、「エロス
Eross　愛AI」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、「エロス
Eross　恋REN」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、「NITRO
HAZE」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、「NITRO
HAZE」と表示のある製品であって、
その内容物が液体のもの。

平成28年告示第880号（H28.7.22指定） 平成28年告示第880号（H28.7.22指定） 平成28年告示第880号（H28.7.22指定） 平成28年告示第880号（H28.7.22指定）

　次の写真に示すとおり、「SAMBA」
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、
「MIDORI」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、「TATA
Night」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、「鬼武者
蒼」と表示のある製品であって、そ
の内容物が植物片のもの。

知事監視製品現在指定一覧
NO.27

平成28年告示第880号（H28.7.22指定） 平成28年告示第880号（H28.7.22指定） 平成28年告示第880号（H28.7.22指定） 平成28年告示第880号（H28.7.22指定）

　次の写真に示すとおり、「鬼武者
紅」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、「大奥　乱
の間」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、
「DIAMOND　Rush Ⅲ」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、「XXX
Euforia　Ⅲ」と表示のある製品で
あって、その内容物が粉末のもの。

平成28年告示第880号（H28.7.22指定） 平成28年告示第880号（H28.7.22指定） 平成28年告示第880号（H28.7.22指定） 平成28年告示第880号（H28.7.22指定）

　次の写真に示すとおり、「K2
Yellow」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、「K2
Black　1」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、「Cold
Stone　Queen」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、「Cold
Stone　King」と表示のある製品で
あって、その内容物が粉末のもの。

平成28年告示第880号（H28.7.22指定） 平成28年告示第880号（H28.7.22指定） 平成28年告示第880号（H28.7.22指定） 平成28年告示第880号（H28.7.22指定）

　次の写真に示すとおり、「Cold
Stone　Queen　２」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、「XX　SEX
BOMBER」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、「刀」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「BZ-PHEN
analogue2」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。

平成28年告示第880号（H28.7.22指定） 平成２８年告示第1074号（H28.9.23指定） 平成２８年告示第1074号（H28.9.23指定） 平成２８年告示第1074号（H28.9.23指定）

　次の写真を付して「BZ-PHEN
analogue3」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。

　次の写真に示すとおり、「L
ROSE」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、「メルシー」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、「イラン」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。

知事監視製品現在指定一覧
NO.28

平成２８年告示第1074号（H28.9.23指定） 平成２８年告示第1074号（H28.9.23指定） 平成２８年告示第1074号（H28.9.23指定） 平成２８年告示第1074号（H28.9.23指定）

　次の写真を付して、「ICE」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、「ナンシー」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、「FULL
MOON 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。

　次の写真を付して、「このみ」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。

平成２８年告示第1074号（H28.9.23指定） 平成２８年告示第1074号（H28.9.23指定） 平成２８年告示第1074号（H28.9.23指定） 平成２８年告示第1074号（H28.9.23指定）

　次の写真を付して、「ハイスピー
ド」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、「サムソン」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、「アリサ」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、「ナイトクラブ」
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。

平成２８年告示第1074号（H28.9.23指定） 平成２８年告示第1074号（H28.9.23指定） 平成２８年告示第1074号（H28.9.23指定） 平成２８年告示第1074号（H28.9.23指定）

　次の写真に示すとおり、「LOVE
RUSH」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、「KAMA
SUTRA」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、「NITRO
HAZE」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、「RUSH」と
表示のある製品であって、その内容
物が液体のもの。

平成２８年告示第1074号（H28.9.23指定） 平成２８年告示第1074号（H28.9.23指定） 平成２８年告示第1074号（H28.9.23指定） 平成２８年告示第1074号（H28.9.23指定）

　次の写真に示すとおり、「Cork
Hi」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、「ICE
Ver.2」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、「Crazy
Violet　second」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、「White
Splash second」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のもの。



知事監視製品現在指定一覧
NO.29

平成２８年告示第1074号（H28.9.23指定） 平成２８年告示第1074号（H28.9.23指定） 平成２８年告示第1074号（H28.9.23指定） 平成２８年告示第1074号（H28.9.23指定）

　次の写真に示すとおり、「N
Phantom Love」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、「N
Phantom Red」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、「N
Phantom White」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、「刀
BLUE」と表示のある製品であって、
その内容物が植物片のもの。

平成２８年告示第1074号（H28.9.23指定） 平成２８年告示第1074号（H28.9.23指定） 平成２８年告示第1074号（H28.9.23指定） 平成２８年告示第1074号（H28.9.23指定）

　次の写真に示すとおり、「刀
WHITE」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、「Party
People Red」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、「Party
People Blue」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、「crystal
BLUE」と表示のある製品であって、
その内容物が粉末のもの。

平成２８年告示第1074号（H28.9.23指定） 平成２８年告示第1074号（H28.9.23指定） 平成２８年告示第1074号（H28.9.23指定） 平成２８年告示第1074号（H28.9.23指定）

　次の写真に示すとおり、「crystal
BLUE 5Pack」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、「crystal
WHITE」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、「crystal
WHITE 5Pack」と表示のある製品で
あって、その内容物が粉末のもの。

　次の写真を付して、「オーロラ」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。

平成２８年告示第1074号（H28.9.23指定） 平成２８年告示第1074号（H28.9.23指定） 平成２８年告示第1074号（H28.9.23指定） 平成２８年告示第1074号（H28.9.23指定）

　次の写真を付して、「HANABIRA
Shu-Shu」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、「Banana Shu-
Shu」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、「NURE
Night」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、
「INJECTION」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のもの。

知事監視製品現在指定一覧
NO30

平成２８年告示第1074号（H28.9.23指定） 平成２８年告示第1074号（H28.9.23指定） 平成２８年告示第1074号（H28.9.23指定） 平成２８年告示第1074号（H28.9.23指定）

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

平成２８年告示第1074号（H28.9.23指定） 平成２８年告示第1296号（H28.11.15指定） 平成２８年告示第1296号（H28.11.15指定） 平成２８年告示第1296号（H28.11.15指定）

　次の写真に示すとおり、「濡」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、
「OCTOPUS LV.03」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、
「KRAKEN LV.03」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、「Stinger」
と表示のある製品であって、その内
容物が粉末のもの。

平成２８年告示第1296号（H28.11.15指定） 平成２８年告示第1296号（H28.11.15指定） 平成２８年告示第1296号（H28.11.15指定） 平成２８年告示第1296号（H28.11.15指定）

　次の写真に示すとおり、「恋しぐ
れ」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、「飛龍」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、
「VOLCANO」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、「Summer
Turbo vol.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。

平成２８年告示第1296号（H28.11.15指定） 平成２８年告示第1296号（H28.11.15指定） 平成２８年告示第1296号（H28.11.15指定） 平成２８年告示第1296号（H28.11.15指定）

　次の写真に示すとおり、「Dr.boost
Summer Menthol」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、「Dr.boost
Pure Lemon」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
MAGIC」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、「Fusion」
と表示のある製品であって、その内
容物が粉末のもの。

知事監視製品現在指定一覧
NO.31

平成２８年告示第1296号（H28.11.15指定） 平成２８年告示第1296号（H28.11.15指定） 平成２８年告示第1296号（H28.11.15指定） 平成２８年告示第1296号（H28.11.15指定）

　次の写真に示すとおり、「V.O
azzurro」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、「V.O
Rosso」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、「Black
Cuba」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、「BAD
Father 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。

平成２８年告示第1296号（H28.11.15指定） 平成２８年告示第1296号（H28.11.15指定） 平成２８年告示第1296号（H28.11.15指定） 平成２８年告示第1296号（H28.11.15指定）

　次の写真に示すとおり、「Zeus」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
Panther」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、「PORNO
QUEEN」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、
「Enemagra」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のもの。

平成２８年告示第1296号（H28.11.15指定） 平成２８年告示第1296号（H28.11.15指定） 平成２８年告示第1296号（H28.11.15指定） 平成２８年告示第1296号（H28.11.15指定）

　次の写真に示すとおり、「Erotic
Glide」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、「DEEP
Throat」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、「BACK
ATTACK」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、「anus」と
表示のある製品であって、その内容
物が液体のもの。

平成２８年告示第1296号（H28.11.15指定） 平成２８年告示第1296号（H28.11.15指定） 平成２８年告示第1296号（H28.11.15指定） 平成２８年告示第1296号（H28.11.15指定）

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

知事監視製品現在指定一覧
NO.32

平成２８年告示第1296号（H28.11.15指定） 平成２８年告示第1296号（H28.11.15指定） 平成２８年告示第1296号（H28.11.15指定） 平成２８年告示第1296号（H28.11.15指定）

　次の写真に示すとおり、「GOD
POWER 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、
「HALLOWEEN BLACK CAT
NIGHT」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、
「HALLOWEEN VAMPIRE
NIGHT」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、
「HALLOWEEN JACK-o'-lantern
NIGHT」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

平成２８年告示第1296号（H28.11.15指定） 平成２８年告示第1296号（H28.11.15指定） 平成２８年告示第1296号（H28.11.15指定） 平成２８年告示第1296号（H28.11.15指定）

　次の写真に示すとおり、
「VENTUS」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、
「SALAMANDRA」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、「ANIMA」
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、「NEMUS」
と表示のある製品であって、その内
容物が液体のもの。

平成２８年告示第1296号（H28.11.15指定） 平成２８年告示第1296号（H28.11.15指定） 平成２８年告示第1296号（H28.11.15指定） 平成２８年告示第1296号（H28.11.15指定）

　次の写真に示すとおり、
「UMBRA」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、「SERVI」
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、「IGNIS」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、「NIHIL」
と表示のある製品であって、その内
容物が液体のもの。

平成２８年告示第1296号（H28.11.15指定） 平成２８年告示第1296号（H28.11.15指定） 平成２８年告示第1296号（H28.11.15指定） 平成２８年告示第1296号（H28.11.15指定）

　次の写真に示すとおり、「AQUA
VITAE」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、「TERRA
MERITA」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、「ARS
MAGNA」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、「ZOMBIE
COOL」と表示のある製品であっ
て、その内容物が植物片のもの。



知事監視製品現在指定一覧
NO.33

平成２８年告示第1296号（H28.11.15指定） 平成２８年告示第1296号（H28.11.15指定） 平成２８年告示第1296号（H28.11.15指定） 平成２８年告示第1296号（H28.11.15指定）

　次の写真に示すとおり、「-
HIBIKI- 響 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、
「TRANCE  LEMON  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。

　次の写真に示すとおり、「Fang」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、「SEX
BOMBER  XX Ⅳ」と表示のある製
品であって、その内容物が液体のも
の。

平成２８年告示第1296号（H28.11.15指定） 平成２８年告示第1296号（H28.11.15指定） 平成２８年告示第1296号（H28.11.15指定） 平成２８年告示第1296号（H28.11.15指定）

　次の写真に示すとおり、「SEX
BOMBER  XXX Ⅳ」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、「Phase
Lemon TX」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、
「EMPEROR」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、「Crow」と
表示のある製品であって、その内容
物が植物片のもの。

平成２８年告示第1296号（H28.11.15指定） 平成２８年告示第1296号（H28.11.15指定） 平成２８年告示第1296号（H28.11.15指定） 平成２８年告示第1296号（H28.11.15指定）

　次の写真に示すとおり、「Jack-o'-
Lantern」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、
「Nightmare」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
TREAT」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
CARNIVAL」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のもの。

平成２８年告示第1296号（H28.11.15指定） 平成２８年告示第1296号（H28.11.15指定） 平成２８年告示第1296号（H28.11.15指定） 平成２８年告示第1296号（H28.11.15指定）

　次の写真に示すとおり、「ZURG」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、「SPEAR」
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
JUICE」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、「CRASH」
と表示のある製品であって、その内
容物が液体のもの。

知事監視製品現在指定一覧
NO.34

平成２８年告示第1296号（H28.11.15指定） 平成２９年告示第143号（H29.2.3指定） 平成２９年告示第143号（H29.2.3指定） 平成２９年告示第143号（H29.2.3指定）

　次の写真に示すとおり、「Burning」
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、
「BASTARD」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、
「HUGGER」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、「G-
DIVE」と表示のある製品であって、
その内容物が液体のもの。

平成２９年告示第143号（H29.2.3指定） 平成２９年告示第143号（H29.2.3指定） 平成２９年告示第143号（H29.2.3指定） 平成２９年告示第143号（H29.2.3指定）

　次の写真に示すとおり、「G-
HIGH」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、「G-
MELT」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、「G-
HAVEN」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、
「GRAVITY　LOVE」と表示のある製
品であって、その内容物が液体のも
の。

平成２９年告示第143号（H29.2.3指定） 平成２９年告示第143号（H29.2.3指定） 平成２９年告示第143号（H29.2.3指定） 平成２９年告示第143号（H29.2.3指定）

　次の写真に示すとおり、「XTC
BOOSTER」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
Moon」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、「ACE」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、
「Crocodile」と表示のある製品で
あって、その内容物が植物片のも
の。

平成２９年告示第143号（H29.2.3指定） 平成２９年告示第143号（H29.2.3指定） 平成２９年告示第143号（H29.2.3指定） 平成２９年告示第143号（H29.2.3指定）

　次の写真に示すとおり、「Blizzard」
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、
「REPLAY」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、
「Neverland」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、「flying
high」と表示のある製品であって、そ
の内容物が液体のもの。

知事監視製品現在指定一覧
NO.35

平成２９年告示第143号（H29.2.3指定） 平成２９年告示第143号（H29.2.3指定） 平成２９年告示第143号（H29.2.3指定） 平成２９年告示第143号（H29.2.3指定）

　次の写真に示すとおり、「妄想
MAX」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、
「SPINNER」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、「SEX
BOMB」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、「PULSE」
と表示のある製品であって、その内
容物が植物片のもの。

平成２９年告示第143号（H29.2.3指定） 平成２９年告示第143号（H29.2.3指定） 平成２９年告示第143号（H29.2.3指定） 平成２９年告示第143号（H29.2.3指定）

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

平成２９年告示第143号（H29.2.3指定） 平成２９年告示第143号（H29.2.3指定） 平成２９年告示第143号（H29.2.3指定） 平成２９年告示第143号（H29.2.3指定）

　次の写真に示すとおり、「Quick
Time」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、「Syrup」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、「Diamond
Scull」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、「8」と表示
のある製品であって、その内容物が
植物片のもの。

平成２９年告示第143号（H29.2.3指定） 平成２９年告示第143号（H29.2.3指定） 平成２９年告示第143号（H29.2.3指定） 平成２９年告示第143号（H29.2.3指定）

　次の写真に示すとおり、「M」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、「JET
STREAM」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、
「Abnormal」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、「Reset」と
表示のある製品であって、その内容
物が粉末のもの。

知事監視製品現在指定一覧
NO.36

平成２９年告示第143号（H29.2.3指定） 平成２９年告示第143号（H29.2.3指定） 平成２９年告示第143号（H29.2.3指定） 平成２９年告示第143号（H29.2.3指定）

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

平成２９年告示第143号（H29.2.3指定） 平成２９年告示第143号（H29.2.3指定） 平成２９年告示第143号（H29.2.3指定） 平成２９年告示第143号（H29.2.3指定）

　次の写真を付して、
「การปฏวิตั(ิ革命)」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、「悶絶とろ
とろ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、「恍惚ドロ
ドロ２」と表示のある製品であって、
その内容物が液体のもの。

　次の写真を付して、「คนฝรัง
(白人)」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。

平成２９年告示第143号（H29.2.3指定） 平成２９年告示第143号（H29.2.3指定） 平成２９年告示第143号（H29.2.3指定） 平成２９年告示第143号（H29.2.3指定）

　次の写真に示すとおり、「鮫男」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、「淫」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、「AAA-Z」
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、
「GORDEN　ANTHEM」と表示のあ
る製品であって、その内容物が液体
のもの。

平成２９年告示第143号（H29.2.3指定） 平成２９年告示第143号（H29.2.3指定） 平成２９年告示第143号（H29.2.3指定） 平成２９年告示第143号（H29.2.3指定）

　次の写真に示すとおり、「Fist　
fuck」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、「アナ潮」
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、「ヒクヒク拡
張」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、「雄汁　
Taratara」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。



知事監視製品現在指定一覧
NO.37

平成２９年告示第143号（H29.2.3指定） 平成２９年告示第143号（H29.2.3指定） 平成２９年告示第679号（H29.5.23指定） 平成29年告示第679号（H29.5.23指定）

　次の写真を付して、
「เด็กผูช้าย(少年)」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、「Xmas 
Liquid」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、「SWEET 
LOVER」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、「女神」と
表示のある製品であって、その内容
物が液体のもの。

平成29年告示第679号（H29.5.23指定） 平成29年告示第679号（H29.5.23指定） 平成29年告示第679号（H29.5.23指定） 平成29年告示第679号（H29.5.23指定）

　次の写真に示すとおり、「Hard 
Swing」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、「Thunder　
Bird」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、「えきす」
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、
「Mexicana」と表示のある製品であっ
て、その内容物が植物片のもの。

平成29年告示第679号（H29.5.23指定） 平成29年告示第679号（H29.5.23指定） 平成29年告示第679号（H29.5.23指定） 平成29年告示第679号（H29.5.23指定）

　次の写真に示すとおり、「SHIVA」
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、「misty」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、「Honey 
Box」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、「Hot 
Drive」と表示のある製品であって、
その内容物が液体のもの。

平成29年告示第679号（H29.5.23指定） 平成29年告示第679号（H29.5.23指定） 平成29年告示第679号（H29.5.23指定） 平成29年告示第679号（H29.5.23指定）

　次の写真に示すとおり、
「Fantastic Night」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 
Poison」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 
Connection」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、「scream」
と表示のある製品であって、その内
容物が液体のもの。

知事監視製品現在指定一覧
NO.3８

平成29年告示第679号（H29.5.23指定） 平成29年告示第679号（H29.5.23指定） 平成29年告示第679号（H29.5.23指定） 平成29年告示第679号（H29.5.23指定）

　次の写真に示すとおり、「Black 
Hole」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、「Diamond 
Ran」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、「Ogasm 
feel 9」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、「Power of 
Love」と表示のある製品であって、
その内容物が粉末のもの。

平成29年告示第679号（H29.5.23指定） 平成29年告示第679号（H29.5.23指定） 平成29年告示第679号（H29.5.23指定） 平成29年告示第679号（H29.5.23指定）

　次の写真に示すとおり、「乱れ牡
丹」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、「Heart 
RUSH」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、
「Ms.Erorist」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、
「Ms.Erorist」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のもの。

平成29年告示第679号（H29.5.23指定） 平成29年告示第679号（H29.5.23指定） 平成29年告示第679号（H29.5.23指定） 平成29年告示第679号（H29.5.23指定）

　次の写真に示すとおり、
「MONSTER SMOKE BLUE」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 
God」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、「Boo」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、「Sexalize」
と表示のある製品であって、その内
容物が液体のもの。

平成29年告示第679号（H29.5.23指定） 平成29年告示第679号（H29.5.23指定） 平成29年告示第679号（H29.5.23指定） 平成29年告示第679号（H29.5.23指定）

　次の写真に示すとおり、
「TABOO」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、
「Ouroboros」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、
「Alternativesex」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、「Yoggy」と
表示のある製品であって、その内容
物が植物片のもの。

知事監視製品現在指定一覧
NO.39

平成29年告示第679号（H29.5.23指定） 平成29年告示第679号（H29.5.23指定） 平成29年告示第679号（H29.5.23指定） 平成29年告示第679号（H29.5.23指定）

　次の写真に示すとおり、「Perfect 
It」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、
「naturalist3」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、「PURE＆
JUNK」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、「Poker」と
表示のある製品であって、その内容
物が植物片のもの。

平成29年告示第679号（H29.5.23指定） 平成29年告示第679号（H29.5.23指定） 平成29年告示第679号（H29.5.23指定） 平成29年告示第679号（H29.5.23指定）

　次の写真に示すとおり、「ときめき」
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、
「EROLOGUE」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、「Blow 
Jober」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、「Strong」
と表示のある製品であって、その内
容物が植物片のもの。

平成29年告示第679号（H29.5.23指定） 平成29年告示第679号（H29.5.23指定） 平成29年告示第679号（H29.5.23指定） 平成29年告示第679号（H29.5.23指定）

　次の写真に示すとおり、「こいざく
ら」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、「淫れ花
弁」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、「CYBER　
HEAVEN」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、「Night 
Walker」と表示のある製品であっ
て、その内容物が粉末のもの。

平成29年告示第679号（H29.5.23指定） 平成29年告示第679号（H29.5.23指定） 平成29年告示第679号（H29.5.23指定） 平成29年告示第679号（H29.5.23指定）

　次の写真に示すとおり、「愛、密の
如し」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、「萌春」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、「Sexrium」
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、「Tropical 
Suck」と表示のある製品であって、
その内容物が液体のもの。

知事監視製品現在指定一覧
NO.40

平成29年告示第679号（H29.5.23指定） 平成29年告示第679号（H29.5.23指定） 平成29年告示第679号（H29.5.23指定） 平成29年告示第679号（H29.5.23指定）

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

平成29年告示第679号（H29.5.23指定） 平成29年告示第679号（H29.5.23指定） 平成29年告示第679号（H29.5.23指定） 平成29年告示第679号（H29.5.23指定）

　次の写真に示すとおり、
「SAHARA」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、「Viper」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、「Dutch 
Seed」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、「アナル
肉便器」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

平成29年告示第679号（H29.5.23指定） 平成29年告示第679号（H29.5.23指定） 平成29年告示第679号（H29.5.23指定） 平成29年告示第679号（H29.5.23指定）

　次の写真に示すとおり、「erotic 
right」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、「erotic 
left」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、「前立腺
XP」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、「肉地蔵
じゅぽじゅぽ」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のもの。

平成29年告示第679号（H29.5.23指定） 平成29年告示第679号（H29.5.23指定） 平成29年告示第679号（H29.5.23指定） 平成29年告示第679号（H29.5.23指定）

　次の写真に示すとおり、「とろける
絶頂」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、「魔媚」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、「AQUA 
VITAE SEASON2」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、「TERRA 
MERITA SEASON2」と表示のある
製品であって、その内容物が液体
のもの。



知事監視製品現在指定一覧
NO.41

平成29年告示第679号（H29.5.23指定） 平成29年告示第679号（H29.5.23指定） 平成29年告示第679号（H29.5.23指定） 平成29年告示第679号（H29.5.23指定）

　次の写真に示すとおり、「ARS 
MAGNA SEASON2」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、「SPA 
Liquid」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、
「SAKATA ROYAL SPED stage2」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 
DeVil」と表示のある製品であって、
その内容物が液体のもの。

平成29年告示第679号（H29.5.23指定） 平成29年告示第679号（H29.5.23指定） 平成29年告示第679号（H29.5.23指定） 平成29年告示第679号（H29.5.23指定）

　次の写真に示すとおり、
「SAKATA Special 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、「ばけも
の」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、「草汁
Black」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、「Icicles」
と表示のある製品であって、その内
容物が液体のもの。

平成29年告示第679号（H29.5.23指定） 平成29年告示第679号（H29.5.23指定） 平成29年告示第679号（H29.5.23指定） 平成29年告示第958号（H29.7.25指定）

　次の写真に示すとおり、「坂田
XXX stage2」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、「草汁」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、「E・V・B 
Next」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、「Euro 
Passion」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

平成29年告示第958号（H29.7.25指定） 平成29年告示第958号（H29.7.25指定） 平成29年告示第958号（H29.7.25指定） 平成29年告示第958号（H29.7.25指定）

　次の写真に示すとおり、「213」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、
「Hawkeye」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、「A.R.K」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、「Smile 
Bomb」と表示のある製品であって、
その内容物が固形状のもの。

知事監視製品現在指定一覧
NO.42

平成29年告示第958号（H29.7.25指定） 平成29年告示第958号（H29.7.25指定） 平成29年告示第958号（H29.7.25指定） 平成29年告示第958号（H29.7.25指定）

　次の写真に示すとおり、「Solid」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、「Tasty」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、「Organic 
Sex」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、「Craxy 
Sun」と表示のある製品であって、そ
の内容物が粉末のもの。

平成29年告示第958号（H29.7.25指定） 平成29年告示第958号（H29.7.25指定） 平成29年告示第958号（H29.7.25指定） 平成29年告示第958号（H29.7.25指定）

　次の写真に示すとおり、「Hi-Point 
Ver.11」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、「ninja」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、「Sophie」
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、「Happy 
Hawaiian」と表示のある製品であっ
て、その内容物が植物片のもの。

平成29年告示第958号（H29.7.25指定） 平成29年告示第958号（H29.7.25指定） 平成29年告示第958号（H29.7.25指定） 平成29年告示第958号（H29.7.25指定）

　次の写真に示すとおり、「Rasta 
Thunder 」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、「Royal」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、「Hot 
Time」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、「Delta 
Zone」と表示のある製品であって、
その内容物が液体のもの。

平成29年告示第958号（H29.7.25指定） 平成29年告示第958号（H29.7.25指定） 平成29年告示第958号（H29.7.25指定） 平成29年告示第958号（H29.7.25指定）

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

知事監視製品現在指定一覧
NO.43

平成29年告示第958号（H29.7.25指定） 平成29年告示第958号（H29.7.25指定） 平成29年告示第958号（H29.7.25指定） 平成29年告示第958号（H29.7.25指定）

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

　次の写真を付して、「十字架」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、「悪魔」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、「濡声け
つまん」と表示のある製品であって、
その内容物が液体のもの。

平成29年告示第958号（H29.7.25指定） 平成29年告示第958号（H29.7.25指定） 平成29年告示第958号（H29.7.25指定） 平成29年告示第958号（H29.7.25指定）

　次の写真に示すとおり、「敏感トロ
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。

　次の写真を付して、「oblivion」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、「RAVEN 
HAZARD」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、「RAVEN 
CLAW RIPPER」と表示のある製品
であって、その内容物が液体のも
の。

平成29年告示第958号（H29.7.25指定） 平成29年告示第958号（H29.7.25指定） 平成29年告示第958号（H29.7.25指定） 平成29年告示第958号（H29.7.25指定）

　次の写真に示すとおり、「ANUS 
COUNTER」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、「ANUS 
DOLPHIN」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、「ANUS 
DEMPSEY」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、「K2 
BLOSSOM 20ML AROMA 
LIQUID」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

平成29年告示第958号（H29.7.25指定） 平成29年告示第958号（H29.7.25指定） 平成29年告示第958号（H29.7.25指定） 平成29年告示第958号（H29.7.25指定）

　次の写真に示すとおり、
「PIERROT」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、
「CARNIVAL AROMA LIQUID」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、「BZ-PHEN 
analogue8」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。

　次の写真を付して、「BZ-PHEN 
analogue9」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。

知事監視製品現在指定一覧
NO.44

平成29年告示第958号（H29.7.25指定） 平成29年告示第958号（H29.7.25指定） 平成29年告示第958号（H29.7.25指定） 平成29年告示第958号（H29.7.25指定）

　次の写真を付して、「BZ-PHEN 
analogue10」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。

　次の写真を付して、「BZ-PHEN 
analogue11」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。

　次の写真を付して、「BZ-PHEN 
analogue12」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。

　次の写真を付して、「BZ-PHEN 
analogue14」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。

平成29年告示第958号（H29.7.25指定） 平成29年告示第958号（H29.7.25指定） 平成29年告示第958号（H29.7.25指定） 平成29年告示第958号（H29.7.25指定）

　次の写真を付して、「BZ-PHEN 
analogue15」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。

　次の写真を付して、「BZ-PHEN 
analogue16」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。

　次の写真を付して、「BZ-PHEN 
analogue17」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。

　次の写真を付して、「BZ-PHEN 
analogue18」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。

平成29年告示第958号（H29.7.25指定） 平成29年告示第958号（H29.7.25指定） 平成29年告示第1135号（H29.9.1指定） 平成29年告示第1135号（H29.9.1指定）

　次の写真を付して、「BZ-PHEN 
analogue19」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。

　次の写真を付して、「BZ-PHEN 
analogue20」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。

　次の写真を付して、「Blizzard（吹
雪）」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、「逆アナ
ル専」と表示のある製品であって、
その内容物が液体のもの。

平成29年告示第1135号（H29.9.1指定） 平成29年告示第1135号（H29.9.1指定） 平成29年告示第1135号（H29.9.1指定） 平成29年告示第1135号（H29.9.1指定）

　次の写真を付して、「合法リキッド」
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、「
(神)」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、「ドライオーガ
ズム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。

　次の写真に示すとおり、「ハードア
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。



知事監視製品現在指定一覧
NO.45

平成29年告示第1135号（H29.9.1指定） 平成29年告示第1135号（H29.9.1指定） 平成29年告示第1135号（H29.9.1指定） 平成29年告示第1135号（H29.9.1指定）

　次の写真を付して、「DICE H 
(dice hand)」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、
「WANKER TRIP」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、
「TRANCE GATE」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、
「ECSTASY FANG」と表示のある製
品であって、その内容物が液体のも
の。

平成29年告示第1135号（H29.9.1指定） 平成29年告示第1135号（H29.9.1指定） 平成29年告示第1135号（H29.9.1指定） 平成29年告示第1135号（H29.9.1指定）

　次の写真に示すとおり、「Reverse 
TRIP」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、
「DECADENCE」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、「ECSTACY 
SET-A」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、「ECSTACY 
SET-B」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。

平成29年告示第1135号（H29.9.1指定） 平成29年告示第1135号（H29.9.1指定） 平成29年告示第1135号（H29.9.1指定） 平成29年告示第1135号（H29.9.1指定）

　次の写真を付して、「ECSTACY 
SET-C」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、「REVERSE 
SET」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、
「TRANCE FALL」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、
「Psyche」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

平成29年告示第1135号（H29.9.1指定） 平成29年告示第1135号（H29.9.1指定） 平成29年告示第1135号（H29.9.1指定） 平成29年告示第1135号（H29.9.1指定）

　次の写真に示すとおり、
「STIGMATA」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、「TRANCE 
SET-A」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、「TRANCE 
SET-B」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、「TRANCE 
SET-C」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。

知事監視製品現在指定一覧
NO.46

平成29年告示第1135号（H29.9.1指定） 平成29年告示第1135号（H29.9.1指定） 平成29年告示第1135号（H29.9.1指定） 平成29年告示第1135号（H29.9.1指定）

　次の写真を付して、「PSYCHE 
SET」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、「VENUS」
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、
「JUPITER」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、
「SATURN」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

平成29年告示第1135号（H29.9.1指定） 平成29年告示第1135号（H29.9.1指定） 平成29年告示第1135号（H29.9.1指定） 平成29年告示第1135号（H29.9.1指定）

　次の写真を付して、「VENUS 
SET-A」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、「VENUS 
SET-B」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、「VENUS 
SET-C」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、「Geek X」
と表示のある製品であって、その内
容物が粉末のもの。

平成29年告示第1135号（H29.9.1指定） 平成29年告示第1135号（H29.9.1指定） 平成29年告示第1135号（H29.9.1指定） 平成29年告示第1135号（H29.9.1指定）

　次の写真に示すとおり、「恋華」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、「Party 
Attack」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、「JET 6」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、「熱帯夜 
Fusion8」と表示のある製品であっ
て、その内容物が粉末のもの。

平成29年告示第1135号（H29.9.1指定） 平成29年告示第1135号（H29.9.1指定） 平成29年告示第1135号（H29.9.1指定） 平成29年告示第1135号（H29.9.1指定）

　次の写真に示すとおり、「Sex 
island」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、「Demon」
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、「Big 
Wave」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、「熱闘校
子援」と表示のある製品であって、
その内容物が液体のもの。

知事監視製品現在指定一覧
NO.47

平成29年告示第1135号（H29.9.1指定） 平成29年告示第1135号（H29.9.1指定） 平成29年告示第1135号（H29.9.1指定） 平成29年告示第1135号（H29.9.1指定）

　次の写真に示すとおり、「Sea Side 
Lover」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、「Spice 
Queen」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、「Gang 
Bang 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、「pimpin」
と表示のある製品であって、その内
容物が植物片のもの。

平成29年告示第1135号（H29.9.1指定） 平成29年告示第1135号（H29.9.1指定） 平成29年告示第1135号（H29.9.1指定） 平成29年告示第1135号（H29.9.1指定）

　次の写真に示すとおり、「Gold 
knuckle」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、「JUSTIN」
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、「Hawaii 
Sun」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、「Hawaii 
Sunset」と表示のある製品であって、
その内容物が液体のもの。

平成29年告示第1135号（H29.9.1指定） 平成29年告示第1135号（H29.9.1指定） 平成29年告示第1135号（H29.9.1指定） 平成29年告示第1135号（H29.9.1指定）

　次の写真に示すとおり、「Hawaii 
moon」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、「romance 
-final season-」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、「REO レ
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、「DarK 
NighT」と表示のある製品であって、
その内容物が液体のもの。

平成29年告示第1411号（H29.11.14指定） 平成29年告示第1411号（H29.11.14指定） 平成29年告示第1411号（H29.11.14指定） 平成29年告示第1411号（H29.11.14指定）

　次の写真に示すとおり、
「POWERFUL SOUL」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、「Penicillin 
X」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、
「PLASMA α」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、「華鳥風
月」と表示のある製品であって、そ
の内容物が植物片のもの。

知事監視製品現在指定一覧
NO.48

平成29年告示第1411号（H29.11.14指定） 平成29年告示第1411号（H29.11.14指定） 平成29年告示第1411号（H29.11.14指定） 平成29年告示第1411号（H29.11.14指定）

　次の写真に示すとおり、「祭」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、「天狗」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、「VIP 
classic fusion」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、「S.P.D」と
表示のある製品であって、その内容
物が固体のもの。

平成29年告示第1411号（H29.11.14指定） 平成29年告示第1411号（H29.11.14指定） 平成29年告示第1411号（H29.11.14指定） 平成29年告示第1411号（H29.11.14指定）

　次の写真に示すとおり、「R.E.D」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、「Blue 
Mex」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、「N.Y」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、
「BADGUY」と表示のある製品で
あって、その内容物が植物片のも
の。

平成29年告示第1411号（H29.11.14指定） 平成29年告示第1411号（H29.11.14指定） 平成29年告示第1411号（H29.11.14指定） 平成29年告示第1411号（H29.11.14指定）

　次の写真に示すとおり、「HOT 
DOG」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、
「RABBIT EYE」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、「蒼龍」と
表示のある製品であって、その内容
物が植物片のもの。

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

平成29年告示第1411号（H29.11.14指定） 平成29年告示第1411号（H29.11.14指定） 平成29年告示第1411号（H29.11.14指定） 平成29年告示第1411号（H29.11.14指定）

　次の写真に示すとおり、「Q2 
FORCE」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、
「Love Game」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、
「meditation」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、「God 
Eye」と表示のある製品であって、そ
の内容物が固形状のもの。



知事監視製品現在指定一覧
NO.49

平成29年告示第1411号（H29.11.14指定） 平成29年告示第1411号（H29.11.14指定） 平成29年告示第1411号（H29.11.14指定） 平成29年告示第1411号（H29.11.14指定）

　次の写真に示すとおり、「Trip
Master」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、
「WAVER」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、「華濡
れる」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、「Fuck
Man」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

平成29年告示第1411号（H29.11.14指定） 平成29年告示第1411号（H29.11.14指定） 平成29年告示第1411号（H29.11.14指定） 平成29年告示第1411号（H29.11.14指定）

　次の写真に示すとおり、「Rave
Ⅵ」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、
「Dream Catcher」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、
「Erotica」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、
「Forever」と表示のある製品で
あって、その内容物が粉末のも
の。

平成29年告示第1411号（H29.11.14指定） 平成29年告示第1411号（H29.11.14指定） 平成29年告示第1411号（H29.11.14指定） 平成29年告示第1411号（H29.11.14指定）

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

平成29年告示第1411号（H29.11.14指定） 平成29年告示第1411号（H29.11.14指定） 平成29年告示第1411号（H29.11.14指定） 平成29年告示第1411号（H29.11.14指定）

　次の写真に示すとおり、
「JESUS」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、
「E.M.A」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、
「Innovation」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、「White
Bubble」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

知事監視製品現在指定一覧
NO.50

平成29年告示第1411号（H29.11.14指定） 平成29年告示第1411号（H29.11.14指定） 平成29年告示第1411号（H29.11.14指定） 平成29年告示第1411号（H29.11.14指定）

　次の写真に示すとおり、「Fly
MAX」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、「One
More」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、
「Romance」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、「SM
Revenge」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

平成29年告示第1411号（H29.11.14指定） 平成29年告示第1411号（H29.11.14指定） 平成29年告示第1411号（H29.11.14指定） 平成29年告示第1411号（H29.11.14指定）

　次の写真に示すとおり、
「HONEY SWEET MONSTER」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、「PUNK
STAR」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、
「JF.V5」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、
「Precious Night」と表示のある製
品であって、その内容物が液体
のもの。

平成29年告示第1411号（H29.11.14指定） 平成29年告示第1411号（H29.11.14指定） 平成29年告示第1411号（H29.11.14指定） 平成29年告示第1411号（H29.11.14指定）

　次の写真に示すとおり、「Sex
Mate」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、
「Bunny Hop」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、
「MONSTER」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、
「BLACK HORSE」と表示のある
製品であって、その内容物が植
物片のもの。

平成29年告示第1411号（H29.11.14指定） 平成29年告示第1411号（H29.11.14指定） 平成29年告示第1411号（H29.11.14指定） 平成29年告示第1411号（H29.11.14指定）

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

知事監視製品現在指定一覧
NO.51

平成29年告示第1411号（H29.11.14指定） 平成29年告示第1411号（H29.11.14指定） 平成29年告示第1411号（H29.11.14指定） 平成29年告示第1411号（H29.11.14指定）

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

平成29年告示第1411号（H29.11.14指定） 平成29年告示第1411号（H29.11.14指定） 平成29年告示第1411号（H29.11.14指定） 平成29年告示第1411号（H29.11.14指定）

　次の写真に示すとおり、
「dizzy」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、「Sex
Juice」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、
「iTTE369」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.T.Z
Matrix」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

平成29年告示第1411号（H29.11.14指定） 平成29年告示第1411号（H29.11.14指定） 平成29年告示第1411号（H29.11.14指定） 平成29年告示第1411号（H29.11.14指定）

　次の写真に示すとおり、
「Galileo」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、
「CAROL♡」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、
「MASKED PARTY
HALLOWEEN 2017.」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、
「Halloween CRUISING
HALLOWEEN 2017.」と表示の
ある製品であって、その内容物
が液体のもの。

平成29年告示第1411号（H29.11.14指定） 平成29年告示第1411号（H29.11.14指定） 平成29年告示第1411号（H29.11.14指定） 平成29年告示第1411号（H29.11.14指定）

　次の写真に示すとおり、「BAT
the Monster HALLOWEEN
2017.」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、
「HALLOWEEN SET-A」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、
「HALLOWEEN SET-B」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、
「HALLOWEEN SET-C」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。

知事監視製品現在指定一覧
NO.52

平成29年告示第1411号（H29.11.14指定） 平成29年告示第1411号（H29.11.14指定） 平成29年告示第1411号（H29.11.14指定） 平成29年告示第1411号（H29.11.14指定）

　次の写真を付して、「BAT
SET」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、
「BANDERAS」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、
「Dystopia」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、「JACK
THE MAZE HALLOWEEN
2017.」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

平成29年告示第1411号（H29.11.14指定） 平成29年告示第1411号（H29.11.14指定） 平成29年告示第1411号（H29.11.14指定） 平成29年告示第1411号（H29.11.14指定）

　次の写真に示すとおり、「JACK
THE KNIGHT HALLOWEEN
2017.」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、「domestic」
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、「とろと
ろ拡張」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、
「Tropical trip powder」と表示の
ある製品であって、その内容物
が粉末のもの。

平成29年告示第1411号（H29.11.14指定） 平成29年告示第1411号（H29.11.14指定） 平成29年告示第1411号（H29.11.14指定） 平成29年告示第1411号（H29.11.14指定）

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

　次の写真に示すとおり、「逆ア
ナル昇天」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、「熊男
生掘り」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

平成29年告示第1411号（H29.11.14指定） 平成29年告示第1411号（H29.11.14指定） 平成29年告示第1411号（H29.11.14指定） 平成29年告示第1411号（H29.11.14指定）

　次の写真に示すとおり、「五感
ビンビン」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、
「UPPER　TIME」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、「四十
八手」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、「cool
lesbian」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。



知事監視製品現在指定一覧
NO.53

平成29年告示第1411号（H29.11.14指定） 平成30年告示第48号（H30.1.16指定） 平成30年告示第48号（H30.1.16指定） 平成30年告示第48号（H30.1.16指定）

　次の写真を付して、
「biodegradable」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、
「EROTIC MOMIJI」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、
「Barbarian」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、「ICE
LEAF」と表示のある製品であっ
て、その内容物が植物片のも
の。

平成30年告示第48号（H30.1.16指定） 平成30年告示第48号（H30.1.16指定） 平成30年告示第48号（H30.1.16指定） 平成30年告示第48号（H30.1.16指定）

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

平成30年告示第48号（H30.1.16指定） 平成30年告示第48号（H30.1.16指定） 平成30年告示第48号（H30.1.16指定） 平成30年告示第48号（H30.1.16指定）

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

平成30年告示第48号（H30.1.16指定） 平成30年告示第48号（H30.1.16指定） 平成30年告示第48号（H30.1.16指定） 平成30年告示第48号（H30.1.16指定）

　次の写真に示すとおり、「Hold
on me」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、
「SPANKING 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。

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

知事監視製品現在指定一覧
NO.54

平成30年告示第48号（H30.1.16指定） 平成30年告示第48号（H30.1.16指定） 平成30年告示第48号（H30.1.16指定） 平成30年告示第48号（H30.1.16指定）

　次の写真に示すとおり、
「Doping ZZZ」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、「SMT-
3」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、
「Muscle Tycoon」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、「愛汁」
と表示のある製品であって、その
内容物が液体のもの。

平成30年告示第48号（H30.1.16指定） 平成30年告示第48号（H30.1.16指定） 平成30年告示第48号（H30.1.16指定） 平成30年告示第48号（H30.1.16指定）

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

平成30年告示第48号（H30.1.16指定） 平成30年告示第48号（H30.1.16指定） 平成30年告示第48号（H30.1.16指定） 平成30年告示第48号（H30.1.16指定）

　次の写真に示すとおり、「Eros
Flare」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、
「OLGA」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、
「MAHARAJA」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、「Killer
sexy magic」と表示のある製品で
あって、その内容物が固体のも
の。

平成30年告示第48号（H30.1.16指定） 平成30年告示第48号（H30.1.16指定） 平成30年告示第48号（H30.1.16指定） 平成30年告示第48号（H30.1.16指定）

　次の写真に示すとおり、「Boost
SP mix」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、
「Honney Trap」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　5000」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、「Hot
Body Shower」と表示のある製品
であって、その内容物が液体の
もの。

知事監視製品現在指定一覧
NO.55

平成30年告示第48号（H30.1.16指定） 平成30年告示第48号（H30.1.16指定） 平成30年告示第48号（H30.1.16指定） 平成30年告示第48号（H30.1.16指定）

　次の写真に示すとおり、「覚暴」
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、「ど淫
乱パウダー」と表示のある製品で
あって、その内容物が粉末のも
の。

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

平成30年告示第48号（H30.1.16指定） 平成30年告示第48号（H30.1.16指定） 平成30年告示第48号（H30.1.16指定） 平成30年告示第48号（H30.1.16指定）

　次の写真に示すとおり、
「treasure」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、
「T.H.C」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、
「FOXEY2」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
卍」と表示のある製品であって、
その内容物が液体のもの。

平成30年告示第48号（H30.1.16指定） 平成30年告示第48号（H30.1.16指定） 平成30年告示第48号（H30.1.16指定） 平成30年告示第48号（H30.1.16指定）

　次の写真に示すとおり、「大拡
張」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、
「Heavy Guy」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、「Tripl Love
Juicy」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、
「Crocodile」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。

平成30年告示第48号（H30.1.16指定） 平成30年告示第48号（H30.1.16指定） 平成30年告示第48号（H30.1.16指定） 平成30年告示第48号（H30.1.16指定）

　次の写真に示すとおり、
「Launcher」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。

　次の写真に示すとおり、「アナ
ルフィスト」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、
「Miracle magic」と表示のある製
品であって、その内容物が液体
のもの。

知事監視製品現在指定一覧
NO.56

平成30年告示第48号（H30.1.16指定） 平成30年告示第48号（H30.1.16指定） 平成30年告示第48号（H30.1.16指定） 平成30年告示第48号（H30.1.16指定）

　次の写真に示すとおり、
「MADONNA」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、「fixer」
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、「逆ア
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、「ウケア
ナル　裏リキッド」と表示のある製
品であって、その内容物が液体
のもの。

平成30年告示第48号（H30.1.16指定） 平成30年告示第48号（H30.1.16指定） 平成30年告示第48号（H30.1.16指定） 平成30年告示第48号（H30.1.16指定）

　次の写真に示すとおり、「前立
腺スプラッシュ」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、「とろま
んぺろん」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、「よだ
れダラダラ」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真に示すとおり、「恍惚
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。

平成30年告示第48号（H30.1.16指定） 平成30年告示第48号（H30.1.16指定） 平成30年告示第48号（H30.1.16指定） 平成30年告示第48号（H30.1.16指定）

　次の写真に示すとおり、
「RAVISH SPECIAL ASSAULT
TROOPS AROMA　LIQUID」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、「G-
MEN AROMA LIQUID」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、「Die
Hard AROMA LIQUID」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、「ASSAULT
SET-A」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。

平成30年告示第48号（H30.1.16指定） 平成30年告示第48号（H30.1.16指定） 平成30年告示第48号（H30.1.16指定） 平成30年告示第48号（H30.1.16指定）

　次の写真を付して、「ASSAULT
SET-B」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、「ASSAULT
SET-C」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、「G-MEN
SET」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、
「SKULL＆BONES」と表示のある
製品であって、その内容物が液
体のもの。



知事監視製品現在指定一覧
NO.57

平成30年告示第48号（H30.1.16指定） 平成30年告示第48号（H30.1.16指定） 平成30年告示第284号（H30.3.16指定） 平成30年告示第284号（H30.3.16指定）

　次の写真に示すとおり、
「ANGELS＆DEMONS」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、「AXIS
Aroma Liquid」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、「
(幸福)」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、「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。

平成30年告示第284号（H30.3.16指定） 平成30年告示第284号（H30.3.16指定） 平成30年告示第284号（H30.3.16指定） 平成30年告示第284号（H30.3.16指定）

　次の写真に示すとおり、「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。

　次の写真に示すとおり、
「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。

　次の写真に示すとおり、「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。

　次の写真に示すとおり、
「American Hippie 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。

平成30年告示第284号（H30.3.16指定） 平成30年告示第284号（H30.3.16指定） 平成30年告示第284号（H30.3.16指定） 平成30年告示第284号（H30.3.16指定）

　次の写真に示すとおり、
「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。

　次の写真に示すとおり、「star 
one」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、
「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。

　次の写真に示すとおり、
「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。

平成30年告示第284号（H30.3.16指定） 平成30年告示第284号（H30.3.16指定） 平成30年告示第284号（H30.3.16指定） 平成30年告示第284号（H30.3.16指定）

　次の写真を付して、「某国　そ
の２（リキッド）」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、「直腸」
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、「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。

　次の写真に示すとおり、
「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。

知事監視製品現在指定一覧
NO.58

平成30年告示第284号（H30.3.16指定） 平成30年告示第284号（H30.3.16指定） 平成30年告示第284号（H30.3.16指定） 平成30年告示第284号（H30.3.16指定）

　次の写真に示すとおり、「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。

　次の写真に示すとおり、
「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。

　次の写真に示すとおり、「feel」
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、「♡
Long Time Sex♡」と表示のあ
る製品であって、その内容物
が液体のもの。

平成30年告示第284号（H30.3.16指定） 平成30年告示第284号（H30.3.16指定） 平成30年告示第284号（H30.3.16指定） 平成30年告示第284号（H30.3.16指定）

　次の写真に示すとおり、
「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。

　次の写真に示すとおり、「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。

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

平成30年告示第284号（H30.3.16指定） 平成30年告示第284号（H30.3.16指定） 平成30年告示第284号（H30.3.16指定） 平成30年告示第284号（H30.3.16指定）

　次の写真に示すとおり、「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。

　次の写真に示すとおり、
「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。

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

平成30年告示第284号（H30.3.16指定） 平成30年告示第284号（H30.3.16指定） 平成30年告示第284号（H30.3.16指定） 平成30年告示第284号（H30.3.16指定）

　次の写真に示すとおり、「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。

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

知事監視製品現在指定一覧
NO.59

平成30年告示第284号（H30.3.16指定） 平成30年告示第284号（H30.3.16指定） 平成30年告示第284号（H30.3.16指定） 平成30年告示第284号（H30.3.16指定）

　次の写真に示すとおり、「Ruby」
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、
「DRIVE」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、「SKY」
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、「Ｑ７」
と表示のある製品であって、その
内容物が液体のもの。

平成30年告示第284号（H30.3.16指定） 平成30年告示第284号（H30.3.16指定） 平成30年告示第284号（H30.3.16指定） 平成30年告示第284号（H30.3.16指定）

　次の写真に示すとおり、「アン
アン♡」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、「ビンビ
ンランド」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、「ドク
ロ」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、「ヌレヌ
レパラダイス」と表示のある製品
であって、その内容物が液体の
もの。

平成30年告示第284号（H30.3.16指定） 平成30年告示第284号（H30.3.16指定） 平成30年告示第284号（H30.3.16指定） 平成30年告示第284号（H30.3.16指定）

　次の写真に示すとおり、「マッ
ハ」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、「ブラッ
クジェネレーション」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、「強人　
KYOJIN」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、「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。

平成30年告示第284号（H30.3.16指定） 平成30年告示第284号（H30.3.16指定） 平成30年告示第284号（H30.3.16指定） 平成30年告示第284号（H30.3.16指定）

　次の写真を付して、「肉仕込
（にくじこみ）」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、
「FUNKY STAR」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、
「DARKNESS」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、
「ORGASM BREAKER」と表示の
ある製品であって、その内容物
が植物片のもの。

知事監視製品現在指定一覧
NO.60

平成30年告示第284号（H30.3.16指定） 平成30年告示第284号（H30.3.16指定） 平成30年告示第284号（H30.3.16指定） 平成30年告示第284号（H30.3.16指定）

　次の写真に示すとおり、「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。

　次の写真に示すとおり、「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。

　次の写真に示すとおり、
「Winter ver.15」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、
「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。

平成30年告示第284号（H30.3.16指定） 平成30年告示第284号（H30.3.16指定） 平成30年告示第284号（H30.3.16指定） 平成30年告示第284号（H30.3.16指定）

　次の写真に示すとおり、「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。

　次の写真を付して、「대포동
3(テポドンスリー)」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、
「Heaven Crystal」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、
「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。

平成30年告示第284号（H30.3.16指定） 平成30年告示第284号（H30.3.16指定） 平成30年告示第284号（H30.3.16指定） 平成30年告示第284号（H30.3.16指定）

　次の写真に示すとおり、「Love」
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、「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。

　次の写真に示すとおり、
「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。

　次の写真に示すとおり、「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。

平成30年告示第284号（H30.3.16指定） 平成30年告示第284号（H30.3.16指定） 平成30年告示第284号（H30.3.16指定） 平成30年告示第284号（H30.3.16指定）

　次の写真に示すとおり、「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。

　次の写真に示すとおり、
「PARTY BABY」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、
「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。

　次の写真に示すとおり、
「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。



知事監視製品現在指定一覧
NO.61

平成30年告示第284号（H30.3.16指定） 平成30年告示第284号（H30.3.16指定） 平成30年告示第284号（H30.3.16指定） 平成30年告示第284号（H30.3.16指定）

　次の写真に示すとおり、「Magic 
C Ⅲ」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、
「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。

　次の写真に示すとおり、「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。

　次の写真に示すとおり、「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。

平成30年告示第284号（H30.3.16指定） 平成30年告示第284号（H30.3.16指定） 平成30年告示第284号（H30.3.16指定） 平成30年告示第284号（H30.3.16指定）

　次の写真を付して、
「PLATINUM Thunder（プラチナ
ム　サンダー）」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、
「NURERU SHIZUKU」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、「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。

　次の写真に示すとおり、
「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。

平成30年告示第284号（H30.3.16指定） 平成30年告示第284号（H30.3.16指定） 平成30年告示第284号（H30.3.16指定） 平成30年告示第284号（H30.3.16指定）

　次の写真に示すとおり、
「Kinky」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、「淫獣　
狂」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、「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。

　次の写真に示すとおり、「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。

平成30年告示第284号（H30.3.16指定） 平成30年告示第284号（H30.3.16指定） 平成30年告示第284号（H30.3.16指定） 平成30年告示第284号（H30.3.16指定）

　次の写真に示すとおり、
「KAZAN」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、「Surf L
♡VE」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、
「PLASMANIA」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、
「SPIKE」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

知事監視製品現在指定一覧
NO.62

平成30年告示第284号（H30.3.16指定） 平成30年告示第284号（H30.3.16指定） 平成30年告示第284号（H30.3.16指定） 平成30年告示第623号（H30.5.22指定）

　次の写真に示すとおり、「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。

　次の写真に示すとおり、「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。

　次の写真に示すとおり、「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。

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

平成30年告示第623号（H30.5.22指定） 平成30年告示第623号（H30.5.22指定） 平成30年告示第623号（H30.5.22指定） 平成30年告示第623号（H30.5.22指定）

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

　次の写真を付して、「New 
challenger」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。

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

　次の写真を付して、「BOMB」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。

平成30年告示第623号（H30.5.22指定） 平成30年告示第623号（H30.5.22指定） 平成30年告示第623号（H30.5.22指定） 平成30年告示第623号（H30.5.22指定）

　次の写真に示すとおり、「sex 
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。

　次の写真を付して、「love 
cliche」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、「Deep 
night」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、「ゴメオ
∞スペシャル」と表示のある製品
であって、その内容物が液体の
もの。

平成30年告示第623号（H30.5.22指定） 平成30年告示第623号（H30.5.22指定） 平成30年告示第623号（H30.5.22指定） 平成30年告示第623号（H30.5.22指定）

　次の写真に示すとおり、「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。

　次の写真に示すとおり、「Triple 
Juicy」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、
「SUPER SEX」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、「淫乱
ウケ ver2」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

知事監視製品現在指定一覧
NO.63

平成30年告示第623号（H30.5.22指定） 平成30年告示第623号（H30.5.22指定） 平成30年告示第623号（H30.5.22指定） 平成30年告示第623号（H30.5.22指定）

　次の写真を付して、「with 
love」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
SEX」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、「ドロド
ロリキッド since2007」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、「濃密
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。

平成30年告示第623号（H30.5.22指定） 平成30年告示第623号（H30.5.22指定） 平成30年告示第623号（H30.5.22指定） 平成30年告示第623号（H30.5.22指定）

　次の写真に示すとおり、
「Crazy Sexnista」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、「秘宝感」
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、
「Platon」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、
「NaMe2」と表示のある製品で
あって、その内容物が粉末のも
の。

平成30年告示第623号（H30.5.22指定） 平成30年告示第623号（H30.5.22指定） 平成30年告示第623号（H30.5.22指定） 平成30年告示第623号（H30.5.22指定）

　次の写真に示すとおり、「Pussy 
the Max」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、
「Namestar」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、「Bin 
Bin Bing」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、
「Maguwai」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

平成30年告示第623号（H30.5.22指定） 平成30年告示第623号（H30.5.22指定） 平成30年告示第623号（H30.5.22指定） 平成30年告示第623号（H30.5.22指定）

　次の写真に示すとおり、
「LEGEND」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、「Māra 
XXX」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、
「Hanabira Jin Jin」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、
「Hentai Kibun」と表示のある製
品であって、その内容物が液体
のもの。

知事監視製品現在指定一覧
NO.64

平成30年告示第623号（H30.5.22指定） 平成30年告示第623号（H30.5.22指定） 平成30年告示第623号（H30.5.22指定） 平成30年告示第623号（H30.5.22指定）

　次の写真に示すとおり、「Deep 
Eros」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、「Hyper 
Virgin」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、
「Extreme Ace」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、「Max 
Point」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

平成30年告示第623号（H30.5.22指定） 平成30年告示第623号（H30.5.22指定） 平成30年告示第623号（H30.5.22指定） 平成30年告示第623号（H30.5.22指定）

　次の写真に示すとおり、「Red 
Spear」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、「Gold 
Crash」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 
ITEM」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、「Super 
Dash」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

平成30年告示第623号（H30.5.22指定） 平成30年告示第623号（H30.5.22指定） 平成30年告示第623号（H30.5.22指定） 平成30年告示第623号（H30.5.22指定）

　次の写真に示すとおり、
「DOLL HOUSE」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、「NYX」
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、「Body 
Conscious」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、「DOLL 
SET-A」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。

平成30年告示第623号（H30.5.22指定） 平成30年告示第623号（H30.5.22指定） 平成30年告示第623号（H30.5.22指定） 平成30年告示第623号（H30.5.22指定）

　次の写真を付して、「DOLL 
SET-B」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、「DOLL 
SET-C」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、「NYX 
SET」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、「QUAD SP 
SET」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。



知事監視製品現在指定一覧
NO.65

平成30年告示第623号（H30.5.22指定） 平成30年告示第623号（H30.5.22指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定）

　次の写真に示すとおり、
「GREEN BREATH」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、
「Blooming Breath」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、「女狂」
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、「暴ウ
ケ」と表示のある製品であって、
その内容物が液体のもの。

平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定）

　次の写真に示すとおり、「覚淫」
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、「420 
X」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、「
」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、「
」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。

平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定）

　次の写真に示すとおり、「恍
惚．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、
「Dynamite!!」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、「狂ケ
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。

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

平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定）

　次の写真に示すとおり、「情欲
ピクピク」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、「スー
パーゴメオ」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真を付して、「black 
angel」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。

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

知事監視製品現在指定一覧
NO.66

平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定）

　次の写真を付して、「girls（ガー
ルズ）」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、「F」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、「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。

　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。

平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定）

　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。

　次の写真に示すとおり、
「MANLY MENS」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、「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、
「NO.48」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定）

　次の写真に示すとおり、「淫欲」
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、
「LEAVES OF CHANGE」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 
ON THE BEACH」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、「SG」と
表示のある製品であって、その
内容物が液体のもの。

平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定）

　次の写真に示すとおり、「X．
Y．Z」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、
「OOOH！ YES！！」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、「ぐちょ
ぐちょ」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、「錯乱
ＳＥＸ」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

知事監視製品現在指定一覧
NO.67

平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定）

　次の写真に示すとおり、「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。

　次の写真に示すとおり、「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。

　次の写真に示すとおり、「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。

　次の写真に示すとおり、「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。

平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定）

　次の写真に示すとおり、「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。

　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。

　次の写真に示すとおり、
「Nature　Aqua」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、「ＬＥＶ
ＥＬ７」と表示のある製品であっ
て、その内容物が植物片のも
の。

平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定）

　次の写真に示すとおり、「ＬＥＶ
ＥＬ６」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、「ＬＥＶ
ＥＬ５」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、「ＬＥＶ
ＥＬ４」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、「ＬＥＶ
ＥＬ３」と表示のある製品であっ
て、その内容物が植物片のも
の。

平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定）

　次の写真に示すとおり、「ＬＥＶ
ＥＬ２」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、「ＬＥＶ
ＥＬ１」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 
Game」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、「Calm 
Down」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

知事監視製品現在指定一覧
NO.68

平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定）

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

平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定）

　次の写真に示すとおり、
「CHEMICAL　B」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、
「CHEMICAL　C」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、
「CHEMICAL　D」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、
「CHEMICAL　E＋UP」と表示の
ある製品であって、その内容物
が粉末のもの。

平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定）

　次の写真に示すとおり、
「CHEMICAL　F」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、
「CHEMICAL　G」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、
「CHEMICAL　H」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、
「CHEMICAL　Ketamine　
analogue２」と表示のある製品で
あって、その内容物が粉末のも
の。

平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定）

　次の写真に示すとおり、「Speed 
Ice　２」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、「Speed 
Ice　３」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、「Speed　
Rush　２」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、「Speed　
Rush　３」と表示のある製品で
あって、その内容物が粉末のも
の。



知事監視製品現在指定一覧
NO.69

平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定）

　次の写真に示すとおり、
「ECSTASY SEX 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、
「ECSTASY SEX ３」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、
「ECSTASY Wave　３」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、「THE 
SUPER LEMON XtC 
TROPICAL」と表示のある製品で
あって、その内容物が植物片の
もの。

平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定）

　次の写真に示すとおり、「THE 
SUPER LEMON XtC 」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、
「FEELING Fresh」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、
「SPIRAL PREMIUM　１５」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、
「SPIRAL １５」と表示のある製品
であって、その内容物が植物片
のもの。

平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定）

　次の写真に示すとおり、「Speed 
Ice　VER2」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、「Speed 
Rush VER2」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、
「ECSTASY SEX VER2」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、
「Crystal ICE VER2」と表示のあ
る製品であって、その内容物が
液体のもの。

平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定）

　次の写真に示すとおり、
「cathinone Love VER2」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、「THE 
SUPER LEMON VER2」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、
「PANDORA Platinum VER2」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、「Skull 
420 VER2」と表示のある製品で
あって、その内容物が植物片の
もの。

知事監視製品現在指定一覧
NO.70

平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定）

　次の写真に示すとおり、「Hot 
Stuff Inspire VER2」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、
「ALADDIN ACE VER2」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、
「ALADDIN VER2」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、
「BLACK SNAKE 2nd VER2」と
表示のある製品であって、その
内容物が植物片のもの。

平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定）

　次の写真に示すとおり、
「ZOMBIE YELLOW VER2」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、
「Diamond Girl by Chemical 
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。

　次の写真に示すとおり、
「Diamond Girl by Chemical 
Herb 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。

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

平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定）

　次の写真に示すとおり、
「Cookies Kush」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、
「Durban Poison」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、
「Northern Lights」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、
「Strawberry Haze」と表示のある
製品であって、その内容物が植
物片のもの。

平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定）

　次の写真に示すとおり、「Super 
Silver Haze」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、
「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。

　次の写真に示すとおり、
「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。

　次の写真に示すとおり、「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。

知事監視製品現在指定一覧
NO.71

平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定）

　次の写真に示すとおり、「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。

　次の写真に示すとおり、
「IKAZUCHI」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、
「EXOTIQUE」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、
「SPLASH ES」と表示のある製品
であって、その内容物が固体の
もの。

平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定）

　次の写真に示すとおり、
「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。

　次の写真に示すとおり、「Bitch 
the summer」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 
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。

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

平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定）

　次の写真に示すとおり、
「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。

　次の写真に示すとおり、
「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。

　次の写真に示すとおり、「乱撫
RANBU」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、
「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。

平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定）

　次の写真に示すとおり、「X18」
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、「淫泉
蘇」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、
「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。

　次の写真に示すとおり、
「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。

知事監視製品現在指定一覧
NO.72

平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定）

　次の写真に示すとおり、「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。

　次の写真に示すとおり、
「Evolution」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、「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。

　次の写真に示すとおり、「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。

平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定）

　次の写真に示すとおり、
「Rabbit S」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、
「TRICK TRIPPER」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、「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。

　次の写真に示すとおり、
「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。

平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定）

　次の写真に示すとおり、「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。

　次の写真に示すとおり、「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。

　次の写真に示すとおり、「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。

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

平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定） 平成30年告示第936号（H30.8.21指定）

　次の写真に示すとおり、「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。

　次の写真に示すとおり、「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。

　次の写真に示すとおり、
「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。

　次の写真に示すとおり、「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。



知事監視製品現在指定一覧
NO.73

平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定）

　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。

　次の写真に示すとおり、「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。

　次の写真に示すとおり、「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。

　次の写真に示すとおり、
「Love's Herb 2018」と表示のあ
る製品であって、その内容物が
植物片のもの。

平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定）

　次の写真に示すとおり、「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。

　次の写真に示すとおり、「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、「sex
flavour」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。

平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定）

　次の写真に示すとおり、「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。

　次の写真に示すとおり、「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。

　次の写真に示すとおり、「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。

　次の写真に示すとおり、「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。

平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定）

　次の写真に示すとおり、
「GANMA688」と表示のある製品
であって、その内容物が粉末の
もの。

　次の写真を付して、「MP01
スーパーレモンヘイズ 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、「MP01
スーパーレモンヘイズ 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、「MP01
スーパーレモンヘイズ 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。

知事監視製品現在指定一覧
NO.74

平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定）

　次の写真を付して、「MP02
フィーリング 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、「MP02
フィーリング 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、「MP03 ス
カル 420 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、「MP03 ス
カル 420 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。

平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定）

　次の写真を付して、「MP03 ス
カル 420 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 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 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、「MP05 ゾ
ンビ 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
植物片のもの。

平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定）

　次の写真を付して、「MP05 ゾ
ンビ 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
植物片のもの。

　次の写真を付して、「MP06 ス
ネイク 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、「MP06 ス
ネイク 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、「MP07 ス
パイラル 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。

平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定）

　次の写真を付して、「MP07 ス
パイラル 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、「MP08
スーパーレモンヘイズ XTC
TROPCAL 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、「MP08
スーパーレモンヘイズ XTC
TROPCAL 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、「MP09
PANDORA（パンドラ）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。

知事監視製品現在指定一覧
NO.75

平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定）

　次の写真を付して、「MP09
PANDORA（パンドラ）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、「MP09
PANDORA（パンドラ）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、「MP10
aladdin ACE（アラジンエース）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、「MP10
aladdin ACE（アラジンエース）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。

平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定）

　次の写真を付して、「MP11
HOT STUFF（ホットスタッフ）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、「MP11
HOT STUFF（ホットスタッフ）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、「MP11
HOT STUFF（ホットスタッフ）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、「MP12 ス
パイラルプレミアム 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。

平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定）

　次の写真を付して、「MP12 ス
パイラルプレミアム 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、「●お徳用ハー
ブ MP13ストロベリーヘイズ
(Strawberry Haze) ソリッド」の名称で
販売される製品であって、その内容
物が植物片のもの。

　次の写真を付して、「●お徳用ハー
ブ MP13ストロベリーヘイズ
(Strawberry Haze) ソリッド」の名称で
販売される製品であって、その内容
物が植物片のもの。

　次の写真を付して、「●お徳用ハー
ブ MP14スーパーシルバーヘイズ
(Super Silver Haze) 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。

平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定）

　次の写真を付して、「●お徳用ハー
ブ MP14スーパーシルバーヘイズ
(Super Silver Haze) 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、「●お徳用ハー
ブ MP14スーパーシルバーヘイズ
(Super Silver Haze) 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、「●お徳用ハー
ブ MP15チョコレート・タイ(Chocolate
Thai) 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、「●お徳用ハー
ブ MP15チョコレート・タイ(Chocolate
Thai) 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。

知事監視製品現在指定一覧
NO.76

平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定）

　次の写真を付して、「●お徳用ハー
ブ MP15チョコレート・タイ(Chocolate
Thai) 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、「●お徳用ハー
ブ MP16ダーバン・ポイズン(Durban
Poison) 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、「●お徳用ハー
ブ MP16ダーバン・ポイズン(Durban
Poison) 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、「●お徳用
ハーブ MP17クッキークシュ
(Cookies Kush) 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。

平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定）

　次の写真を付して、「●お徳用
ハーブ MP17クッキークシュ
(Cookies Kush) 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、「●お徳用
ハーブ MP18ノーザンライツ
（Northern Lights）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、「●お徳用
ハーブ MP18ノーザンライツ
（Northern Lights）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、「●お徳用
ハーブ MP19ダイアモンドガール
2（Diamond Girl）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。

平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定）

　次の写真を付して、「●お徳用
ハーブ MP19ダイアモンドガール
2（Diamond Girl）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、「MP21
Research chemical B」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。

　次の写真を付して、「MP21
Research chemical B」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。

　次の写真を付して、「MP22
Research chemical C」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。

平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定）

　次の写真を付して、「MP22
Research chemical C」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。

　次の写真を付して、「MP23
Research chemical D」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。

　次の写真を付して、「MP23
Research chemical D」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。

　次の写真を付して、
「MP24Research chemical E
+UP」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。



知事監視製品現在指定一覧
NO.77

平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定）

　次の写真を付して、
「MP24Research chemical E
+UP」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。

　次の写真を付して、「MP25
Research chemical F」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。

　次の写真を付して、「MP25
Research chemical F」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。

　次の写真を付して、「MP26
Research chemical G」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。

平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定）

　次の写真を付して、「MP26
Research chemical G」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。

　次の写真を付して、「MP27
Research chemical H」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。

　次の写真を付して、「MP27
Research chemical H」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。

　次の写真を付して、「MP28
Research chemical Ketamine
analogue②」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。

平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定）

　次の写真を付して、「MP28
Research chemical Ketamine
analogue②」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。

　次の写真を付して、「MP31エク
スタシーセックス」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、「MP31エク
スタシーセックス」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、「MP31エク
スタシーセックス」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。

平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定）

　次の写真を付して、「MP32エク
スタシーウエーブ スリー」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、「MP32エク
スタシーウエーブ スリー」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、「MP32エク
スタシーウエーブ スリー」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、「MP33エク
スタシーセックス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。

知事監視製品現在指定一覧
NO.78

平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定）

　次の写真を付して、「MP33エク
スタシーセックス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。

　次の写真を付して、「MP34 エ
クスタシーセックス3」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、「MP34 エ
クスタシーセックス3」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、「MP35 クリ
スタルアイス」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。

平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定）

　次の写真を付して、「MP35 クリ
スタルアイス」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、「MP35 クリ
スタルアイス」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、「MP36 クリ
スタルスピード」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、「MP36 クリ
スタルスピード」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。

平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定）

　次の写真を付して、「MP37 クリ
スタルアッパー」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、「MP37 クリ
スタルアッパー」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、「MP38 ス
ピードメス」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、「MP38 ス
ピードメス」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。

平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定）

　次の写真を付して、「MP41 カ
チノンラブ」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。

　次の写真を付して、「MP41 カ
チノンラブ」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。

　次の写真を付して、「MP41 カ
チノンラブ」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。

　次の写真を付して、「MP42 ス
ピードラッシュ」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。

知事監視製品現在指定一覧
NO.79

平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定）

　次の写真を付して、「MP42 ス
ピードラッシュ」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。

　次の写真を付して、「MP43 ス
ピードラッシュ2」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。

　次の写真を付して、「MP43 ス
ピードラッシュ2」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。

　次の写真を付して、「MP44 ス
ピードラッシュ3」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。

平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定）

　次の写真を付して、「MP44 ス
ピードラッシュ3」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。

　次の写真を付して、「MP45 ス
ピードアイス」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。

　次の写真を付して、「MP45 ス
ピードアイス」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。

　次の写真を付して、「MP45 ス
ピードアイス」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。

平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定）

　次の写真を付して、「MP46 ス
ピードアイス2」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。

　次の写真を付して、「MP46 ス
ピードアイス2」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。

　次の写真を付して、「MP47 ス
ピードアイス3」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。

　次の写真を付して、「MP47 ス
ピードアイス3」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。

平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定）

　次の写真に示すとおり、
「Natural Upper」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、
「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。

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

知事監視製品現在指定一覧
NO.80

平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定）

　次の写真を付して、「GOOL
（ゴール）」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、「ヌル
パコマスター」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、「Hyper
Diamond Spark」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、
「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。

平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定）

　次の写真に示すとおり、
「PANDORA<S> Ver.11」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、「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。

　次の写真に示すとおり、「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。

　次の写真に示すとおり、
「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。

平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定）

　次の写真に示すとおり、「Fuck
Me」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、
「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。

　次の写真に示すとおり、「MD4
clear」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、
「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。

平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定）

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

　次の写真を付して、「アナル
フィ 濡穴」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
Captive」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、
「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。



知事監視製品現在指定一覧
NO.81

平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定）

　次の写真に示すとおり、「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。

　次の写真に示すとおり、「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。

　次の写真に示すとおり、「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。

　次の写真に示すとおり、「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。

平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定）

　次の写真に示すとおり、
「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。

　次の写真に示すとおり、「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。

　次の写真に示すとおり、
「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。

　次の写真に示すとおり、
「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。

平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定）

　次の写真に示すとおり、「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。

　次の写真に示すとおり、「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。

　次の写真に示すとおり、
「DENKI SHOCK」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、「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。

平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1068号（H30.10.2指定） 平成30年告示第1267号（H30.11.30指定） 平成30年告示第1267号（H30.11.30指定）

　次の写真に示すとおり、
「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。

　次の写真に示すとおり、
「Hoppy Pine」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、「DEVIL」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、「×××リ
キッド」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。

知事監視製品現在指定一覧
NO.82

平成30年告示第1267号（H30.11.30指定） 平成30年告示第1267号（H30.11.30指定） 平成30年告示第1267号（H30.11.30指定） 平成30年告示第1267号（H30.11.30指定）

　次の写真に示すとおり、「濡愛
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。

　次の写真に示すとおり、「天照
大神」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、「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。

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

平成30年告示第1267号（H30.11.30指定） 平成30年告示第1267号（H30.11.30指定） 平成30年告示第1267号（H30.11.30指定） 平成30年告示第1267号（H30.11.30指定）

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

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

平成30年告示第1267号（H30.11.30指定） 平成30年告示第1267号（H30.11.30指定） 平成30年告示第1267号（H30.11.30指定） 平成30年告示第1267号（H30.11.30指定）

　次の写真に示すとおり、
「illmatic.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、
「SUPER SEX FIRE」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、
「dangerous 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、
「SEX machine」と表示のある
製品であって、その内容物が
液体のもの。

平成30年告示第1267号（H30.11.30指定） 平成30年告示第1267号（H30.11.30指定） 平成30年告示第1267号（H30.11.30指定） 平成30年告示第1267号（H30.11.30指定）

　次の写真に示すとおり、「麻蜜」
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、「淫乱
MAX」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、「ゆる
ケツ」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、
「ぐちょぐちょ」と表示のあ
る製品であって、その内容物
が液体のもの。

知事監視製品現在指定一覧
NO.83

平成30年告示第1267号（H30.11.30指定） 平成30年告示第1267号（H30.11.30指定） 平成30年告示第1267号（H30.11.30指定） 平成30年告示第1267号（H30.11.30指定）

　次の写真を付して、「MP12 ス
パイラルプレミアム Vr2 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、「MP12 ス
パイラルプレミアム Vr2 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、「MP12 ス
パイラルプレミアム Vr2 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、「MP27
Research chemical H Vr2」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。

平成30年告示第1267号（H30.11.30指定） 平成30年告示第1267号（H30.11.30指定） 平成30年告示第1267号（H30.11.30指定） 平成30年告示第1267号（H30.11.30指定）

　次の写真を付して、「MP27
Research chemical H Vr2」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。

　次の写真を付して、「MP27
Research chemical H Vr2」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。

　次の写真を付して、「MP38 ス
ピードメス Vr2」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、「MP38 ス
ピードメス Vr2」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。

平成30年告示第1267号（H30.11.30指定） 平成30年告示第1267号（H30.11.30指定） 平成30年告示第1267号（H30.11.30指定） 平成30年告示第1267号（H30.11.30指定）

　次の写真を付して、「MP38 ス
ピードメス Vr2」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、「アクメ
無双」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、
「BLACK 帝王Emperor」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、「たち
ねこCocktail」と表示のある製品
であって、その内容物が粉末の
もの。

平成30年告示第1267号（H30.11.30指定） 平成30年告示第1267号（H30.11.30指定） 平成30年告示第1267号（H30.11.30指定） 平成30年告示第1267号（H30.11.30指定）

　次の写真に示すとおり、「男弾」
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、「Fu*k
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。

　次の写真に示すとおり、「Viva
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、「BED
BULL」と表示のある製品であっ
て、その内容物が固体のもの。

知事監視製品現在指定一覧
NO.84

平成30年告示第1267号（H30.11.30指定） 平成30年告示第1267号（H30.11.30指定） 平成30年告示第1267号（H30.11.30指定） 平成30年告示第1267号（H30.11.30指定）

　次の写真に示すとおり、「悶濡
皆伝」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、
「KAMA Blended」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、
「XXXL」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、「欲情
Poison」と表示のある製品であっ
て、その内容物が植物片のも
の。

平成30年告示第1267号（H30.11.30指定） 平成30年告示第1267号（H30.11.30指定） 平成30年告示第1267号（H30.11.30指定） 平成30年告示第1267号（H30.11.30指定）

　次の写真に示すとおり、「愛欲
花」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、「鬼気
痴」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、「善がり
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
ZETT」と表示のある製品であって、
その内容物が植物片のもの。

平成30年告示第1267号（H30.11.30指定） 平成30年告示第1267号（H30.11.30指定） 平成30年告示第1267号（H30.11.30指定） 平成30年告示第1267号（H30.11.30指定）

　次の写真に示すとおり、
「MAGNUM EX」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、「雷痴」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、「Cherry
Boy Weapon」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、「蠍王」と表
示のある製品であって、その内容物
が植物片のもの。

平成30年告示第1267号（H30.11.30指定） 平成30年告示第1267号（H30.11.30指定） 平成30年告示第1267号（H30.11.30指定） 平成30年告示第1267号（H30.11.30指定）

　次の写真に示すとおり、「昇鳥」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、「貝潤」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、「穴海月」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、「イク三郎」
と表示のある製品であって、その内
容物が液体のもの。



知事監視製品現在指定一覧
NO.85

平成30年告示第1267号（H30.11.30指定） 平成30年告示第1267号（H30.11.30指定） 平成30年告示第1267号（H30.11.30指定） 平成30年告示第1267号（H30.11.30指定）

　次の写真を付して、「イキっぱなし
German」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、
「Masturbater」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、「Acme
Booster」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、
「RODYY Power 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。

平成30年告示第1267号（H30.11.30指定） 平成30年告示第1267号（H30.11.30指定） 平成30年告示第1267号（H30.11.30指定） 平成30年告示第1267号（H30.11.30指定）

　次の写真に示すとおり、「ana
magic」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、「乙女
の雫」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、「ぴゅ
〜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、「昇雲」
と表示のある製品であって、その
内容物が植物片のもの。

平成30年告示第1267号（H30.11.30指定） 平成30年告示第1267号（H30.11.30指定） 平成30年告示第1267号（H30.11.30指定） 平成30年告示第1267号（H30.11.30指定）

　次の写真に示すとおり、「GOD
Lv16」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、「FLY
limited」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、
「Petting Prism」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、「夏囃
子」と表示のある製品であって、
その内容物が液体のもの。

平成30年告示第1267号（H30.11.30指定） 平成30年告示第1267号（H30.11.30指定） 平成30年告示第1267号（H30.11.30指定） 平成31年告示第91号（H31.1.29指定）

　次の写真に示すとおり、「鬼締
め」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、「青華」
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、「Island
TRIPPER」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、
「SNAKE(蛇)」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。

知事監視製品現在指定一覧
NO.86

平成31年告示第91号（H31.1.29指定） 平成31年告示第91号（H31.1.29指定） 平成31年告示第91号（H31.1.29指定） 平成31年告示第91号（H31.1.29指定）

　次の写真に示すとおり、
「NATURAL HIGH」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、「El
Dorado」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、「ダイナマ
イト セクシー」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。

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

平成31年告示第91号（H31.1.29指定） 平成31年告示第91号（H31.1.29指定） 平成31年告示第91号（H31.1.29指定） 平成31年告示第91号（H31.1.29指定）

　次の写真を付して、「艶煙」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。

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

　次の写真を付して、「教鞭スペ
ルマ」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。

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

平成31年告示第91号（H31.1.29指定） 平成31年告示第91号（H31.1.29指定） 平成31年告示第91号（H31.1.29指定） 平成31年告示第91号（H31.1.29指定）

　次の写真に示すとおり、「アナ
ル腋」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 Gay Time」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、「姦狂
力」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、「淫ノ
源」と表示のある製品であって、
その内容物が液体のもの。

平成31年告示第91号（H31.1.29指定） 平成31年告示第91号（H31.1.29指定） 平成31年告示第91号（H31.1.29指定） 平成31年告示第91号（H31.1.29指定）

　次の写真に示すとおり、
「ACAB」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 energy」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、「極楽
浄土」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、「直打」
と表示のある製品であって、その
内容物が液体のもの。

知事監視製品現在指定一覧
NO.87

平成31年告示第91号（H31.1.29指定） 平成31年告示第91号（H31.1.29指定） 平成31年告示第91号（H31.1.29指定） 平成31年告示第91号（H31.1.29指定）

　次の写真を付して、「リバ
専」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、「GAY
RIGHTS」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、「ミッドナイ
ト リキッド」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、
「LOVE2018」と表示のある製品
であって、その内容物が液体の
もの。

平成31年告示第91号（H31.1.29指定） 平成31年告示第91号（H31.1.29指定） 平成31年告示第91号（H31.1.29指定） 平成31年告示第91号（H31.1.29指定）

　次の写真を付して、「リニューア
ルオープン記念」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、「MP08
スーパーレモンヘイズ　XTC
TROPCAL　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、「MP08
スーパーレモンヘイズ　XTC
TROPCAL　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、「MP08
スーパーレモンヘイズ　XTC
TROPCAL　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。

平成31年告示第91号（H31.1.29指定） 平成31年告示第91号（H31.1.29指定） 平成31年告示第91号（H31.1.29指定） 平成31年告示第91号（H31.1.29指定）

　次の写真を付して、「MP09
PANDORA（パンドラ）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、「MP11
HOT STUFF（ホットスタッフ）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、「MP11
HOT STUFF（ホットスタッフ）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、「MP36 クリ
スタルスピード　Vr3」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。

平成31年告示第91号（H31.1.29指定） 平成31年告示第91号（H31.1.29指定） 平成31年告示第91号（H31.1.29指定） 平成31年告示第91号（H31.1.29指定）

　次の写真を付して、「MP36 クリ
スタルスピード　Vr3」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、「MP37 クリ
スタルアッパーVr3」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、「MP37 クリ
スタルアッパーVr3」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、「MP31エク
スタシーウエーブ 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。

知事監視製品現在指定一覧
NO.88

平成31年告示第91号（H31.1.29指定） 平成31年告示第91号（H31.1.29指定） 平成31年告示第91号（H31.1.29指定） 平成31年告示第91号（H31.1.29指定）

　次の写真を付して、「MP31エク
スタシーウエーブ 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。

　次の写真を付して、「MP42 カ
チノンラブ2」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。

　次の写真を付して、「MP43 ス
ピードラッシュ2　Vr3」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。

　次の写真を付して、「MP43 ス
ピードラッシュ2　Vr3」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。

平成31年告示第91号（H31.1.29指定） 平成31年告示第91号（H31.1.29指定） 平成31年告示第91号（H31.1.29指定） 平成31年告示第91号（H31.1.29指定）

　次の写真を付して、「MP45 ス
ピードアイス4」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。

　次の写真を付して、「MP47 ス
ピードアイス3　Vr3　」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。

　次の写真を付して、「MP47 ス
ピードアイス3　Vr3」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。

　次の写真を付して、「●お徳用
ハーブ　MP50ウルトラヘイズ
(Ultra Haze)　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。

平成31年告示第91号（H31.1.29指定） 平成31年告示第91号（H31.1.29指定） 平成31年告示第91号（H31.1.29指定） 平成31年告示第91号（H31.1.29指定）

　次の写真に示すとおり、「PINK
DOG AROMA LIQUID」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、「4-mens
dandy」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、「4-ladies
passion」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、「CRUSH
ICING」と表示のある製品であって、
その内容物が液体のもの。

平成31年告示第91号（H31.1.29指定） 平成31年告示第91号（H31.1.29指定） 平成31年告示第91号（H31.1.29指定） 平成31年告示第91号（H31.1.29指定）

　次の写真に示すとおり、「BURST
FLAMES」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、「失神縮穴」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。

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



知事監視製品現在指定一覧
NO.89

平成31年告示第91号（H31.1.29指定） 平成31年告示第91号（H31.1.29指定） 平成31年告示第91号（H31.1.29指定） 平成31年告示第91号（H31.1.29指定）

　次の写真に示すとおり、「拡張プリ
ンス」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、「聖神手
GOD FINGER」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、「片男
波」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、「イか
せNight X'mas Drip」と表示のあ
る製品であって、その内容物が
液体のもの。

平成31年告示第91号（H31.1.29指定） 平成31年告示第91号（H31.1.29指定） 平成31年告示第91号（H31.1.29指定） 平成31年告示第91号（H31.1.29指定）

　次の写真に示すとおり、「濡らさ
Night X'mas Drip」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、
「Weeed 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。

　次の写真を付して、「♥合法ア
ロマジェル♥」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。

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

平成31年告示第91号（H31.1.29指定） 平成31年告示第91号（H31.1.29指定） 平成31年告示第91号（H31.1.29指定） 平成31年告示第91号（H31.1.29指定）

　次の写真に示すとおり、「虎震
TORABURU」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、「瞬勃
起」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、「Ultra
Orgasm」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、「狂濡
Alpha」と表示のある製品であっ
て、その内容物が植物片のも
の。

平成31年告示第91号（H31.1.29指定） 平成31年告示第91号（H31.1.29指定） 平成31年告示第91号（H31.1.29指定） 平成31年告示第91号（H31.1.29指定）

　次の写真に示すとおり、
「INAZUMA FUCK」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、
「ALICE IV」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、「蛸吸
い」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、「剛力」
と表示のある製品であって、その
内容物が液体のもの。

知事監視製品現在指定一覧
NO.90

平成31年告示第91号（H31.1.29指定） 平成31年告示第91号（H31.1.29指定） 平成31年告示第91号（H31.1.29指定） 平成31年告示第91号（H31.1.29指定）

　次の写真に示すとおり、「壺酔
わせ」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、「IKU
IKU MAX」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、「絶頂
無双」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、
「BUTTER 狼」と表示のある製品
であって、その内容物が液体の
もの。

平成31年告示第91号（H31.1.29指定） 平成31年告示第91号（H31.1.29指定） 平成31年告示第91号（H31.1.29指定） 平成31年告示第91号（H31.1.29指定）

　次の写真に示すとおり、「女意
暴」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、「花美
乱 ＨＡＮＡＢＩＲＡ」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、「特濃
アナルフィズ」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、「潤感
MAX」と表示のある製品であっ
て、その内容物が固体のもの。

平成31年告示第91号（H31.1.29指定） 平成31年告示第91号（H31.1.29指定） 平成31年告示第91号（H31.1.29指定） 平成31年告示第91号（H31.1.29指定）

　次の写真に示すとおり、
「Anaguma」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、
「clitorip」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、
「sudden death」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、「蜜壺
千寿」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

平成31年告示第91号（H31.1.29指定） 平成31年告示第91号（H31.1.29指定） 平成31年告示第91号（H31.1.29指定） 平成31年告示第91号（H31.1.29指定）

　次の写真に示すとおり、「ヌル
パコ乱穴」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
Monkey」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、「Bi-亜
愚羅」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、「凄万」
と表示のある製品であって、その
内容物が液体のもの。

知事監視製品現在指定一覧
NO.91

平成31年告示第91号（H31.1.29指定） 平成31年告示第91号（H31.1.29指定） 平成31年告示第91号（H31.1.29指定） 平成31年告示第91号（H31.1.29指定）

　次の写真に示すとおり、「強根
極」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、「鬼突
き 暴れ将軍」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、
「GANG BLEND」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、「怒雷
撫」と表示のある製品であって、
その内容物が粉末のもの。

平成31年告示第91号（H31.1.29指定） 平成31年告示第411号（H31.4.16指定） 平成31年告示第411号（H31.4.16指定） 平成31年告示第411号（H31.4.16指定）

　次の写真に示すとおり、「Hyper
LEMON SPARK GIGA MAX」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、「Dracula(ド
ラキュラ)」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、「MAX
HIGH」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、「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。

平成31年告示第411号（H31.4.16指定） 平成31年告示第411号（H31.4.16指定） 平成31年告示第411号（H31.4.16指定） 平成31年告示第411号（H31.4.16指定）

　次の写真に示すとおり、「Skull
Bones」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、「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。

　次の写真に示すとおり、「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。

　次の写真に示すとおり、
「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。

平成31年告示第411号（H31.4.16指定） 平成31年告示第411号（H31.4.16指定） 平成31年告示第411号（H31.4.16指定） 平成31年告示第411号（H31.4.16指定）

　次の写真に示すとおり、「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。

　次の写真に示すとおり、「暴発
ぐちょぐちょ」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、「性狂悪
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。

　次の写真に示すとおり、「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。

知事監視製品現在指定一覧
NO.92

平成31年告示第411号（H31.4.16指定） 平成31年告示第411号（H31.4.16指定） 平成31年告示第411号（H31.4.16指定） 平成31年告示第411号（H31.4.16指定）

　次の写真に示すとおり、「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。

　次の写真に示すとおり、「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。

　次の写真に示すとおり、
「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。

　次の写真に示すとおり、「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。

平成31年告示第411号（H31.4.16指定） 平成31年告示第411号（H31.4.16指定） 平成31年告示第411号（H31.4.16指定） 平成31年告示第411号（H31.4.16指定）

　次の写真に示すとおり、「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。

　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。

　次の写真に示すとおり、
「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。

　次の写真に示すとおり、「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。

平成31年告示第411号（H31.4.16指定） 平成31年告示第411号（H31.4.16指定） 平成31年告示第411号（H31.4.16指定） 平成31年告示第411号（H31.4.16指定）

　次の写真を付して、「ラッシュ
トリップ3」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。

　次の写真を付して、「ラッシュ
トリップ2」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。

　次の写真を付して、「ラッシュ
トリップ」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。

　次の写真を付して、「エクスタ
シーハイパー3」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。

平成31年告示第411号（H31.4.16指定） 平成31年告示第411号（H31.4.16指定） 平成31年告示第411号（H31.4.16指定） 平成31年告示第411号（H31.4.16指定）

　次の写真を付して、「エクスタ
シーハイパー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。

　次の写真を付して、「エクスタ
シーハイパー」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、「MP25
Research chemical F　TYPE2」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。

　次の写真を付して、
「MP24Research chemical E +UP
TYPE2」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。



知事監視製品現在指定一覧
NO.93

平成31年告示第411号（H31.4.16指定） 平成31年告示第411号（H31.4.16指定） 平成31年告示第411号（H31.4.16指定） 平成31年告示第411号（H31.4.16指定）

　次の写真を付して、「MP22
Research chemical C　TYPE2」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。

　次の写真を付して、「MP41 カ
チノンラブ　TYPE2」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。

　次の写真を付して、「MP46 ス
ピードアイス2　TYPE2」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。

　次の写真を付して、「MP43 ス
ピードラッシュ2　　TYPE2」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。

平成31年告示第411号（H31.4.16指定） 平成31年告示第411号（H31.4.16指定） 平成31年告示第411号（H31.4.16指定） 平成31年告示第411号（H31.4.16指定）

　次の写真を付して、「MP36 クリ
スタルスピード　TYPE2」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、「MP33エク
スタシーセックス2　TYPE2」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、「MP32エク
スタシーウエーブ スリー
TYPE2」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、「Research
chemical A」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。

平成31年告示第411号（H31.4.16指定） 平成31年告示第411号（H31.4.16指定） 平成31年告示第411号（H31.4.16指定） 平成31年告示第411号（H31.4.16指定）

　次の写真を付して、
「MP21Research chemical I」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。

　次の写真を付して、
「MP21Research chemical I」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。

　次の写真に示すとおり、「Sexy
Angel Ver.3」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、「IRIE」
と表示のある製品であって、その
内容物が植物片のもの。

平成31年告示第411号（H31.4.16指定） 平成31年告示第411号（H31.4.16指定） 平成31年告示第411号（H31.4.16指定） 平成31年告示第411号（H31.4.16指定）

　次の写真に示すとおり、
「GANBORI」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、「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。

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

知事監視製品現在指定一覧
NO.94

平成31年告示第411号（H31.4.16指定） 平成31年告示第411号（H31.4.16指定） 平成31年告示第411号（H31.4.16指定） 平成31年告示第411号（H31.4.16指定）

　次の写真に示すとおり、「Smoke
PX-4」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、「SEX
SWORD」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、「夢くらげ」
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、「弄り舐男」
と表示のある製品であって、その内
容物が液体のもの。

平成31年告示第411号（H31.4.16指定） 平成31年告示第411号（H31.4.16指定） 平成31年告示第411号（H31.4.16指定） 平成31年告示第411号（H31.4.16指定）

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

　次の写真を付して、「скорпи
он『サソリの毒は人を興奮させる合
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。

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

平成31年告示第411号（H31.4.16指定） 平成31年告示第411号（H31.4.16指定） 平成31年告示第411号（H31.4.16指定） 平成31年告示第411号（H31.4.16指定）

　次の写真に示すとおり、「生イ
キSPLASH」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、「Magic
Indian」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、「Cow
Girl the 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、
「Parasite 乱」と表示のある製品
であって、その内容物が粉末の
もの。

平成31年告示第411号（H31.4.16指定） 平成31年告示第411号（H31.4.16指定） 平成31年告示第411号（H31.4.16指定） 平成31年告示第411号（H31.4.16指定）

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

知事監視製品現在指定一覧
NO.95

平成31年告示第411号（H31.4.16指定） 平成31年告示第411号（H31.4.16指定） 平成31年告示第411号（H31.4.16指定） 平成31年告示第411号（H31.4.16指定）

　次の写真に示すとおり、
「Imperial」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、「みだ
れ蛸」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、「菊の
おつゆ」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、「羅生
門」と表示のある製品であって、
その内容物が液体のもの。

平成31年告示第411号（H31.4.16指定） 平成31年告示第411号（H31.4.16指定） 平成31年告示第411号（H31.4.16指定） 平成31年告示第411号（H31.4.16指定）

　次の写真に示すとおり、「肉感
-NIKUKAN-」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、「娼婦
の雫」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、「汁だ
く」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、
「Caribbean Junkie」と表示のある
製品であって、その内容物が植
物片のもの。

平成31年告示第411号（H31.4.16指定） 平成31年告示第411号（H31.4.16指定） 平成31年告示第411号（H31.4.16指定） 平成31年告示第411号（H31.4.16指定）

　次の写真に示すとおり、「Pussy
Milk」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、「万汁
王子」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、「FREE
FEEL」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、
「BANANA Bitch」と表示のある
製品であって、その内容物が液
体のもの。

平成31年告示第411号（H31.4.16指定） 平成31年告示第411号（H31.4.16指定） 平成31年告示第411号（H31.4.16指定） 平成31年告示第411号（H31.4.16指定）

　次の写真に示すとおり、「Indian
classic」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、「Heart
Break」と表示のある製品であっ
て、その内容物が固体のもの。

　次の写真を付して、「Research
chemical D」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。

　次の写真を付して、「Research
chemical B」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。

知事監視製品現在指定一覧
NO.96

令和元年告示第102号（R1.6.4指定） 令和元年告示第102号（R1.6.4指定） 令和元年告示第102号（R1.6.4指定） 令和元年告示第102号（R1.6.4指定）

　次の写真を付して、「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。

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

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

　次の写真に示すとおり、「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。

令和元年告示第102号（R1.6.4指定） 令和元年告示第102号（R1.6.4指定） 令和元年告示第102号（R1.6.4指定） 令和元年告示第102号（R1.6.4指定）

　次の写真に示すとおり、「ケツ
マンコ」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、「拷問
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。

　次の写真に示すとおり、
「ecstasy trip」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、「Monster
devil」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。

令和元年告示第102号（R1.6.4指定） 令和元年告示第102号（R1.6.4指定） 令和元年告示第102号（R1.6.4指定） 令和元年告示第102号（R1.6.4指定）

　次の写真に示すとおり、
「Ecstasy XXX」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、
「HYBRID HERB (by shotgun)」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、「爆キ
メ」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、「とろけ
る2」と表示のある製品であって、
その内容物が粉末のもの。

令和元年告示第102号（R1.6.4指定） 令和元年告示第102号（R1.6.4指定） 令和元年告示第102号（R1.6.4指定） 令和元年告示第102号（R1.6.4指定）

　次の写真に示すとおり、「MAX
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、
「ガンギメ・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。

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



知事監視製品現在指定一覧
NO.97

令和元年告示第102号（R1.6.4指定） 令和元年告示第102号（R1.6.4指定） 令和元年告示第102号（R1.6.4指定） 令和元年告示第102号（R1.6.4指定）

　次の写真に示すとおり、「RASH
淫乱」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、「RASH
拡張」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、「アナ
ルフィスト(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、「ドロド
ロ性行」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

令和元年告示第102号（R1.6.4指定） 令和元年告示第102号（R1.6.4指定） 令和元年告示第102号（R1.6.4指定） 令和元年告示第102号（R1.6.4指定）

　次の写真に示すとおり、「分泌
液トロトロ」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、
「BORN TO RIDE」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、
「LGBT」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、「SEX 
MACHINE」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。

令和元年告示第102号（R1.6.4指定） 令和元年告示第102号（R1.6.4指定） 令和元年告示第102号（R1.6.4指定） 令和元年告示第102号（R1.6.4指定）

　次の写真に示すとおり、「69」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、「18+」
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 
Bomber　super 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。

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

令和元年告示第102号（R1.6.4指定） 令和元年告示第102号（R1.6.4指定） 令和元年告示第102号（R1.6.4指定） 令和元年告示第102号（R1.6.4指定）

　次の写真を付して、「オーガズ
ムリキッド」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、「キメ肉
便器」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、「●お徳用
ハーブ　MP53 マンゴースカンク
（Mango Skunk）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、「●お徳用
ハーブ　MP52 レッドドラゴン
（REDDRAGON ）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。

知事監視製品現在指定一覧
Ｎｏ．98

令和元年告示第102号（R1.6.4指定） 令和元年告示第102号（R1.6.4指定） 令和元年告示第102号（R1.6.4指定） 令和元年告示第102号（R1.6.4指定）

　次の写真を付して、「●お徳用
ハーブ　MP51 ハワイアンスノー
（Hawaiian Snow）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、「MP63 
MONSTER　（モンスター）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、「MP62 
SATAN　（サターン）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、「MP61 
BLAZE　（ブレイズ）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。

令和元年告示第102号（R1.6.4指定） 令和元年告示第102号（R1.6.4指定） 令和元年告示第102号（R1.6.4指定） 令和元年告示第102号（R1.6.4指定）

　次の写真に示すとおり、
「COCOMO」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、「生専
用 P-Liquid」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、「萬亀」
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、
「DEEEEP's」と表示のある製品で
あって、その内容物が粉末のも
の。

令和元年告示第102号（R1.6.4指定） 令和元年告示第102号（R1.6.4指定） 令和元年告示第102号（R1.6.4指定） 令和元年告示第102号（R1.6.4指定）

　次の写真に示すとおり、「月夜
の華雫」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、「ぶっとび
オナニグマ」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、「NIGHT 
RODDY」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、「Spider 
Hole」と表示のある製品であって、そ
の内容物が植物片のもの。

令和元年告示第102号（R1.6.4指定） 令和元年告示第102号（R1.6.4指定） 令和元年告示第102号（R1.6.4指定） 令和元年告示第102号（R1.6.4指定）

　次の写真に示すとおり、「HYPER 
ZONE」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、「PAIZOO」
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、「REAL 
EROS」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、「HAME 
DREAMER」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

知事監視製品現在指定一覧
NO.99

令和元年告示第102号（R1.6.4指定） 令和元年告示第102号（R1.6.4指定） 令和元年告示第102号（R1.6.4指定） 令和元年告示第102号（R1.6.4指定）

　次の写真に示すとおり、「秘宝皆伝 
紅達磨」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 
HEAD」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、「イラズラ仙
花」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、「Sexy 
Hi」と表示のある製品であって、
その内容物が植物片のもの。

令和元年告示第102号（R1.6.4指定） 令和元年告示第102号（R1.6.4指定） 令和元年告示第102号（R1.6.4指定） 令和元年告示第102号（R1.6.4指定）

　次の写真に示すとおり、「阿修
羅 濡如」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、「阿修
羅 勃廻」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、「阿修
羅 鬼締」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、
「Vantage」と表示のある製品で
あって、その内容物が粉末のも
の。

令和元年告示第102号（R1.6.4指定） 令和元年告示第102号（R1.6.4指定） 令和元年告示第102号（R1.6.4指定） 令和元年告示第102号（R1.6.4指定）

　次の写真に示すとおり、「あな
Master」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、「001 
Heaven」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、「Junky 
Monster」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、「淫
Pact」と表示のある製品であっ
て、その内容物が植物片のも
の。

令和元年告示第102号（R1.6.4指定） 令和元年告示第102号（R1.6.4指定） 令和元年告示第102号（R1.6.4指定） 令和元年告示第102号（R1.6.4指定）

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

知事監視製品現在指定一覧
NO.100

令和元年告示第102号（R1.6.4指定） 令和元年告示第102号（R1.6.4指定） 令和元年告示第102号（R1.6.4指定） 令和元年告示第102号（R1.6.4指定）

　次の写真に示すとおり、「Mega 
Dopyu」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、
「SPIRAL」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、
「SOLID SMOKE」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、「SPIRAL」
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。

令和元年告示第102号（R1.6.4指定） 令和元年告示第102号（R1.6.4指定） 令和元年告示第102号（R1.6.4指定） 令和元年告示第102号（R1.6.4指定）

　次の写真に示すとおり、「魔神
香 性獣」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、「魔神
香 狂奏」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、「魔神
香 トロ専」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、
「Diamond Drive」と表示のある製
品であって、その内容物が固体
のもの。

令和元年告示第102号（R1.6.4指定） 令和元年告示第102号（R1.6.4指定） 令和元年告示第102号（R1.6.4指定） 令和元年告示第102号（R1.6.4指定）

　次の写真に示すとおり、「Love 
Fantasy」と表示のある製品で
あって、その内容物が固体のも
の。

　次の写真を付して、「合法濃縮
オイル」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、
「Mgical TRIP」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、「S」と
表示のある製品であって、その
内容物が固形状のもの。

令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定）

　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。



知事監視製品現在指定一覧
NO.101

令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定）

　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。

令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定）

　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。

令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定）

　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。

令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定）

　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。

知事監視製品現在指定一覧
NO.102

令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定）

　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。

令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定）

　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。

令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定）

　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。

令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定）

　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。

知事監視製品現在指定一覧
NO.103

令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定）

　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。

令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定）

　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。

令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定）

　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。

令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定）

　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。

知事監視製品現在指定一覧
NO.104

令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定）

　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。

令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定）

　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。

令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定）

　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。

令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定）

　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。



知事監視製品現在指定一覧
NO.105

令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定）

　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。

令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定）

　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。

令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定）

　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。

令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定）

　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。

知事監視製品現在指定一覧
NO.106

令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定）

　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。

令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定）

　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。

令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定）

　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。

令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定）

　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。

知事監視製品現在指定一覧
NO.107

令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定）

　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Ｓ
Ｐ」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。

令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定）

　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。

令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定）

　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。

令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定）

　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。

知事監視製品現在指定一覧
NO.108

令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定）

　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。

令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定）

　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。

令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定）

　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。

令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定）

　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。



知事監視製品現在指定一覧
NO.109

令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定）

　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。

令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定）

　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。

令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定） 令和元年告示第520号（R1.10.1指定）

　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。

令和元年告示第690号（R1.11.19指定） 令和元年告示第690号（R1.11.19指定） 令和元年告示第690号（R1.11.19指定） 令和元年告示第690号（R1.11.19指定）

　次の写真を付して、「ecstasy
time」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。

　次の写真に示すとおり、「FLAME
BOTTLE」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、「2000kg
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、「DEATH
EARTH」と表示のある製品であっ
て、その内容物が粉末のもの。

知事監視製品現在指定一覧
NO.110

令和元年告示第690号（R1.11.19指定） 令和元年告示第690号（R1.11.19指定） 令和元年告示第690号（R1.11.19指定） 令和元年告示第690号（R1.11.19指定）

　次の写真に示すとおり、「着火ＦＩＲ
Ｅ」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、「METH
SPEED-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、「SEX Hi-
Vision」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、
「dangerous smoke」と表示のある製
品であって、その内容物が植物片
のもの。

令和元年告示第690号（R1.11.19指定） 令和元年告示第690号（R1.11.19指定） 令和元年告示第690号（R1.11.19指定） 令和元年告示第690号（R1.11.19指定）

　次の写真に示すとおり、「Ash」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、「Breath
of fire」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、「覚醒
paradise」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、「perfect
dream 072」と表示のある製品であっ
て、その内容物が粉末のもの。

令和元年告示第690号（R1.11.19指定） 令和元年告示第690号（R1.11.19指定） 令和元年告示第690号（R1.11.19指定） 令和元年告示第690号（R1.11.19指定）

　次の写真に示すとおり、「zombie」
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、
「Dream land」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、
「GOLDEN LAMP」と表示のある製
品であって、その内容物が粉末のも
の。

　次の写真を付して、「スーパーレ
モンヘイズ　ハーブ状」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。

令和元年告示第690号（R1.11.19指定） 令和元年告示第690号（R1.11.19指定） 令和元年告示第690号（R1.11.19指定） 令和元年告示第690号（R1.11.19指定）

　次の写真を付して、「BLAZE　（ブ
レイズ）ハーブ状」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、「MONSTER
（モンスター）ハーブ状」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、「KATANA
ハーブ状」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、「MP64
KATANA　（カタナ）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。

知事監視製品現在指定一覧
NO.111

令和元年告示第690号（R1.11.19指定） 令和元年告示第690号（R1.11.19指定） 令和元年告示第690号（R1.11.19指定） 令和元年告示第690号（R1.11.19指定）

　次の写真を付して、「●お徳用
ハーブ　スーパーシルバーヘイズ
(Super Silver Haze)　ハーブ状」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、「●お徳用
ハーブ　ノーザンライツ（Northern
Lights）ハーブ状」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、「●お徳用
ハーブ　マンゴースカンク（Mango
Skunk）ハーブ状」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、「●お徳用
ハーブ　 レッドドラゴン（RED
DRAGON ）ハーブ状」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。

令和元年告示第690号（R1.11.19指定） 令和元年告示第690号（R1.11.19指定） 令和元年告示第690号（R1.11.19指定） 令和元年告示第690号（R1.11.19指定）

　次の写真を付して、「ラブセックス」
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、「MP45　ス
ピードラッシュ4」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。

　次の写真を付して、「セックスアー
ト」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。

　次の写真を付して、「Research
chemical K」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。

令和元年告示第690号（R1.11.19指定） 令和元年告示第690号（R1.11.19指定） 令和元年告示第690号（R1.11.19指定） 令和元年告示第690号（R1.11.19指定）

　次の写真を付して、
「MP23Research chemical J」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。

　次の写真を付して、
「MP23Research chemical J」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。

　次の写真を付して、「Research
chemical E」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。

　次の写真を付して、「ตนืเตน้
(興奮)」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。

令和元年告示第690号（R1.11.19指定） 令和元年告示第690号（R1.11.19指定） 令和元年告示第690号（R1.11.19指定） 令和元年告示第690号（R1.11.19指定）

　次の写真を付して、「SEX 
FACES」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、「媚★薬」
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、「どんぐり 
Part.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、「獄乱ア
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。

知事監視製品現在指定一覧
NO.112

令和元年告示第690号（R1.11.19指定） 令和元年告示第690号（R1.11.19指定） 令和元年告示第690号（R1.11.19指定） 令和元年告示第690号（R1.11.19指定）

　次の写真に示すとおり、「cyber 
sex」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、「HIGH 
TIMES」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、「ゴメオ淫
乱」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、「梵打」と
表示のある製品であって、その内容
物が粉末のもの。

令和元年告示第690号（R1.11.19指定） 令和元年告示第690号（R1.11.19指定） 令和元年告示第690号（R1.11.19指定） 令和元年告示第690号（R1.11.19指定）

　次の写真に示すとおり、「姦淫堂」
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、「アナニー剤」
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、「DRUNCH」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、「魔G-SPOT」と
表示のある製品であって、その内容物が
液体のもの。

令和元年告示第690号（R1.11.19指定） 令和元年告示第690号（R1.11.19指定） 令和元年告示第690号（R1.11.19指定） 令和元年告示第690号（R1.11.19指定）

　次の写真に示すとおり、「キメ・前立腺」
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、「Ultimate Devil」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、「ゴメオXT」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、「Ecstasy Love 
Sex」と表示のある製品であって、その内
容物が粉末のもの。

令和元年告示第690号（R1.11.19指定） 令和元年告示第690号（R1.11.19指定） 令和元年告示第690号（R1.11.19指定） 令和元年告示第690号（R1.11.19指定）

　次の写真に示すとおり、「キメ爆汁」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、「淫スペルマ」
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、「赤鬼」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、
「SUMURAI liquid by japan 
aromadou」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。



知事監視製品現在指定一覧
NO.113

令和元年告示第690号（R1.11.19指定） 令和元年告示第690号（R1.11.19指定） 令和元年告示第690号（R1.11.19指定） 令和元年告示第690号（R1.11.19指定）

　次の写真に示すとおり、「男欲ドロ
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。

　次の写真に示すとおり、「鬼極」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、「強トロマ
ン♂」と表示のある製品であって、そ
の内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、「KING
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。

令和元年告示第690号（R1.11.19指定） 令和元年告示第690号（R1.11.19指定） 令和元年告示第690号（R1.11.19指定） 令和元年告示第690号（R1.11.19指定）

　次の写真に示すとおり、
「Erotica9」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、「俺のマ
シンガン」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、
「KUJIRA」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、「Brain
Burst」と表示のある製品であって、
その内容物が液体のもの。

令和元年告示第690号（R1.11.19指定） 令和元年告示第690号（R1.11.19指定） 令和元年告示第690号（R1.11.19指定） 令和元年告示第690号（R1.11.19指定）

　次の写真に示すとおり、「ANGEL
the LAST」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、「Alice
time trip」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、「PLANT
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、
「KIMESEKU ABNORMAL」と表示
のある製品であって、その内容物が
固形状のもの。

令和元年告示第690号（R1.11.19指定） 令和元年告示第690号（R1.11.19指定） 令和元年告示第690号（R1.11.19指定） 令和元年告示第690号（R1.11.19指定）

　次の写真に示すとおり、
「KIMESEKU PREMIUM」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、「SUNSET
Chronic」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、「自来也」
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、「めしべの
お汁」と表示のある製品であって、
その内容物が液体のもの。

知事監視製品現在指定一覧
NO.114

令和元年告示第690号（R1.11.19指定） 令和元年告示第690号（R1.11.19指定） 令和元年告示第690号（R1.11.19指定） 令和元年告示第690号（R1.11.19指定）

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

　次の写真を付して、「NINJA
REBORN『蘇ったプレミア忍者合法
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。

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

令和元年告示第690号（R1.11.19指定） 令和元年告示第690号（R1.11.19指定） 令和元年告示第690号（R1.11.19指定） 令和元年告示第690号（R1.11.19指定）

　次の写真に示すとおり、
「INAZUMA」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、「Sperm」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
Adam」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、「Sex Eve」
と表示のある製品であって、その内
容物が固体のもの。

令和元年告示第690号（R1.11.19指定） 令和元年告示第690号（R1.11.19指定） 令和元年告示第690号（R1.11.19指定） 令和元年告示第690号（R1.11.19指定）

　次の写真に示すとおり、
「Cascade」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、「闘魂
MAXXX」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、「no-
name」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、「Nitro
Monster」と表示のある製品であっ
て、その内容物が植物片のもの。

令和元年告示第690号（R1.11.19指定） 令和元年告示第690号（R1.11.19指定） 令和元年告示第690号（R1.11.19指定） 令和元年告示第690号（R1.11.19指定）

　次の写真に示すとおり、
「Perolian」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、「迷える
羊」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、「特攻」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、「SPIDER
Z」と表示のある製品であって、その
内容物が液体のもの。

知事監視製品現在指定一覧
NO.115

令和元年告示第690号（R1.11.19指定） 令和元年告示第690号（R1.11.19指定） 令和元年告示第690号（R1.11.19指定） 令和元年告示第690号（R1.11.19指定）

　次の写真に示すとおり、
「LUXURY VIP」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、「鴉
KARASU」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、「万華鏡
華火」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
UP」と表示のある製品であって、そ
の内容物が粉末のもの。

令和元年告示第690号（R1.11.19指定） 令和元年告示第690号（R1.11.19指定） 令和元年告示第690号（R1.11.19指定） 令和元年告示第690号（R1.11.19指定）

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

　次の写真を付して、「HADES
NEO2」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、「ZEUS
NEO2」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、「MINERVA」
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。

令和元年告示第690号（R1.11.19指定） 令和元年告示第690号（R1.11.19指定） 令和元年告示第690号（R1.11.19指定） 令和元年告示第690号（R1.11.19指定）

　次の写真を付して、「LOVE
romance」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、「LOVE
MUSIC」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、「Silent Moon」
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、「infinity
groove」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。

令和元年告示第690号（R1.11.19指定） 令和元年告示第690号（R1.11.19指定） 令和元年告示第690号（R1.11.19指定） 令和2年告示第73号（R2.1.21指定）

　次の写真を付して、「ボクノハート
ヲカンジテ！」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、「ノリノリ」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、「合法アロマ
シート『真紅の女王』」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。

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

知事監視製品現在指定一覧
NO.116

令和2年告示第73号（R2.1.21指定） 令和2年告示第73号（R2.1.21指定） 令和2年告示第73号（R2.1.21指定） 令和2年告示第73号（R2.1.21指定）

　次の写真に示すとおり、
「Singularity」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、「鼓動
MAX」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、「072
Midnight adventure」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、「NURE
NURE 姫 strawberry cold」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2年告示第73号（R2.1.21指定） 令和2年告示第73号（R2.1.21指定） 令和2年告示第73号（R2.1.21指定） 令和2年告示第73号（R2.1.21指定）

　次の写真に示すとおり、「Generic
love sex4」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、
「YOKUBOU」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、「Natural
energy」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、「Snake
Violence」と表示のある製品であっ
て、その内容物が植物片のもの。

令和2年告示第73号（R2.1.21指定） 令和2年告示第73号（R2.1.21指定） 令和2年告示第73号（R2.1.21指定） 令和2年告示第73号（R2.1.21指定）

　次の写真を付して、「スーパーレ
モンヘイズ　XTC　TROPCAL
ハーブ状」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、「スピードメス
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。

　次の写真を付して、「ラブセックス
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。

　次の写真を付して、「MP31 クリス
タルアッパー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。

令和2年告示第73号（R2.1.21指定） 令和2年告示第73号（R2.1.21指定） 令和2年告示第73号（R2.1.21指定） 令和2年告示第73号（R2.1.21指定）

　次の写真を付して、「セック
スアート２」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。

　次の写真を付して、「●お徳用
ハーブ　ダイアモンドガール2
（Diamond Girl）ハーブ状」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、「●お徳用
ハーブ　ダーバン・ポイズン(Durban
Poison)　ハーブ状」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、「●お徳用
ハーブ　チョコレート・タイ
(Chocolate Thai)　ハーブ状」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。



知事監視製品現在指定一覧
NO.117

令和2年告示第73号（R2.1.21指定） 令和2年告示第73号（R2.1.21指定） 令和2年告示第73号（R2.1.21指定） 令和2年告示第73号（R2.1.21指定）

　次の写真を付して、「スー
パーレモンヘイズヘブン　ハー
ブ状」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、「●お徳用ハーブ
スーパーシルバーヘイズヘブン(Super
Silver Haze Haven)　ハーブ状」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
セックス5」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、「極卍ゴメ
オ」と表示のある製品であって、そ
の内容物が液体のもの。

令和2年告示第73号（R2.1.21指定） 令和2年告示第73号（R2.1.21指定） 令和2年告示第73号（R2.1.21指定） 令和2年告示第73号（R2.1.21指定）

　次の写真に示すとおり、「くねくね
男」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、「性煙ド
ロップ」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、「一撃淫
烈」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、「脳狂ア
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。

令和2年告示第73号（R2.1.21指定） 令和2年告示第73号（R2.1.21指定） 令和2年告示第73号（R2.1.21指定） 令和2年告示第73号（R2.1.21指定）

　次の写真に示すとおり、「まぐわ
い」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、「漢吹き」
と表示のある製品であって、その内
容物が液体のもの。

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

　次の写真に示すとおり、「とろとろ
淫乱」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2年告示第73号（R2.1.21指定） 令和2年告示第73号（R2.1.21指定） 令和2年告示第73号（R2.1.21指定） 令和2年告示第73号（R2.1.21指定）

　次の写真を付して、「SEX狂」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。

　次の写真に示すとおり、「high
class V2」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、「American
Traditional Style」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。

　次の写真を付して、「Death
Killer(別名　死神)」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。

知事監視製品現在指定一覧
NO.118

令和2年告示第73号（R2.1.21指定） 令和2年告示第73号（R2.1.21指定） 令和2年告示第73号（R2.1.21指定） 令和2年告示第73号（R2.1.21指定）

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

　次の写真に示すとおり、「シャブり
野郎」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、「スー
パー・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。

　次の写真に示すとおり、「けつまん
男 vol.21」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2年告示第73号（R2.1.21指定） 令和2年告示第73号（R2.1.21指定） 令和2年告示第73号（R2.1.21指定） 令和2年告示第73号（R2.1.21指定）

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

　次の写真を付して、「紫煙淫乱」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、
「69Mania」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、「Sex Doll
Maker」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2年告示第73号（R2.1.21指定） 令和2年告示第73号（R2.1.21指定） 令和2年告示第73号（R2.1.21指定） 令和2年告示第73号（R2.1.21指定）

　次の写真に示すとおり、「X-Premium」
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、「万華鏡」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、
「GALACTICA」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、「es」と表示のあ
る製品であって、その内容物が粉末のも
の。

令和2年告示第73号（R2.1.21指定） 令和2年告示第73号（R2.1.21指定） 令和2年告示第73号（R2.1.21指定） 令和2年告示第73号（R2.1.21指定）

　次の写真に示すとおり、「T-Shock」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、
「MAHOROBA」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、「NEO 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。

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

知事監視製品現在指定一覧（令和2年1月21日時点）
NO.119

令和2年告示第73号（R2.1.21指定） 令和2年告示第73号（R2.1.21指定） 令和2年告示第73号（R2.1.21指定） 令和2年告示第73号（R2.1.21指定）

　次の写真に示すとおり、「Ghost」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、「Daemon
D.N.A」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、「Tiger69」
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、「Dick
Hunter」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2年告示第73号（R2.1.21指定） 令和2年告示第73号（R2.1.21指定） 令和2年告示第73号（R2.1.21指定） 令和2年告示第73号（R2.1.21指定）

　次の写真に示すとおり、「痴乱」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、「ほられ」
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、「淫覚」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、
「MATATABI」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2年告示第73号（R2.1.21指定） 令和2年告示第73号（R2.1.21指定） 令和2年告示第73号（R2.1.21指定） 令和2年告示第73号（R2.1.21指定）

　次の写真に示すとおり、
「SHIMOBE」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、「とろまん
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、
「CORONA 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、「911
LUSH」と表示のある製品であって、
その内容物が植物片のもの。

令和2年告示第73号（R2.1.21指定） 令和2年告示第73号（R2.1.21指定） 令和2年告示第73号（R2.1.21指定） 令和2年告示第73号（R2.1.21指定）

　次の写真に示すとおり、
「GO!GO!Shot!」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、
「EVOLVE MR-04」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、「DEEP
Doop」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、「Pussy
Crusher」と表示のある製品であっ
て、その内容物が粉末のもの。

知事監視製品現在指定一覧
NO.120

令和2年告示第73号（R2.1.21指定） 令和2年告示第73号（R2.1.21指定） 令和2年告示第73号（R2.1.21指定） 令和2年告示第73号（R2.1.21指定）

　次の写真に示すとおり、「∞loop」
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、「the
Knight love shot」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、「波海
HAKAI」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、「Queen
beast」と表示のある製品であって、
その内容物が植物片のもの。

令和2年告示第73号（R2.1.21指定） 令和2年告示第73号（R2.1.21指定） 令和2年告示第73号（R2.1.21指定） 令和2年告示第73号（R2.1.21指定）

　次の写真に示すとおり、「Slow
mush」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、「SEX
KING」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
Poison」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、「刀
KATANA」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。

令和2年告示第73号（R2.1.21指定） 令和2年告示第73号（R2.1.21指定） 令和2年告示第73号（R2.1.21指定） 令和2年告示第73号（R2.1.21指定）

　次の写真に示すとおり、「TRICK
MAX」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、「HOT
ACME」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、
「FREEDOM」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、「和 なご
み」と表示のある製品であって、そ
の内容物が粉末のもの。

令和2年告示第73号（R2.1.21指定） 令和2年告示第73号（R2.1.21指定） 令和2年告示第73号（R2.1.21指定） 令和2年告示第73号（R2.1.21指定）

　次の写真に示すとおり、
「Masterbate Master」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、「乱舞」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、「VIP MP-
9」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、「Ecstasy
CAT」と表示のある製品であって、
その内容物が粉末のもの。



知事監視製品現在指定一覧
NO.121

令和2年告示第73号（R2.1.21指定） 令和2年告示第73号（R2.1.21指定） 令和2年告示第73号（R2.1.21指定） 令和2年告示第73号（R2.1.21指定）

　次の写真に示すとおり、「SEXUAL
SPIKE」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
Hot」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、「禅」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、「RED
EYE SONIC」と表示のある製品で
あって、その内容物が植物片のも
の。

令和2年告示第73号（R2.1.21指定） 令和2年告示第73号（R2.1.21指定） 令和2年告示第73号（R2.1.21指定） 令和2年告示第73号（R2.1.21指定）

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

　次の写真を付して、「【420ハーブ
ティー】WP3GO_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ハーブ
ティー】WE3GO_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ハーブ
ティー】RW3GO_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。

令和2年告示第73号（R2.1.21指定） 令和2年告示第73号（R2.1.21指定） 令和2年告示第73号（R2.1.21指定） 令和2年告示第73号（R2.1.21指定）

　次の写真を付して、「【420ハーブ
ティー】RP3GO_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。

　次の写真を付して、「【420ハーブ
ティー】RE3GO_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ハーブ
ティー】MR3GO_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。

　次の写真を付して、「【420ハーブ
ティー】MP3GO_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。

令和2年告示第73号（R2.1.21指定） 令和2年告示第73号（R2.1.21指定） 令和2年告示第605号（R2.4.21指定） 令和2年告示第605号（R2.4.21指定）

　次の写真を付して、「EXCITE Ball
FINISH」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、「EXCITE Ball
START」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、「エクスタシー
セックスアルファー」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、「エクスタシー
セックスベータ」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。

知事監視製品現在指定一覧
NO.122

令和2年告示第605号（R2.4.21指定） 令和2年告示第605号（R2.4.21指定） 令和2年告示第605号（R2.4.21指定） 令和2年告示第605号（R2.4.21指定）

　次の写真を付して、「エクスタシー
セックスガンマ」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、「Research
chemical α」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。

　次の写真を付して、「Research
chemical β」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。

　次の写真を付して、「Research
chemical γ」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。

令和2年告示第605号（R2.4.21指定） 令和2年告示第605号（R2.4.21指定） 令和2年告示第605号（R2.4.21指定） 令和2年告示第605号（R2.4.21指定）

　次の写真を付して、「Research
chemical δ」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。

　次の写真を付して、「Research
chemical C」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。

　次の写真を付して、「Research
chemical I」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。

　次の写真を付して、「Research
chemical Ⅱ」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。

令和2年告示第605号（R2.4.21指定） 令和2年告示第605号（R2.4.21指定） 令和2年告示第605号（R2.4.21指定） 令和2年告示第605号（R2.4.21指定）

　次の写真を付して、「Research
chemical Ⅲ」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。

　次の写真を付して、「Research
chemical Ⅳ」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。

　次の写真を付して、「フラッシュ」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、「フラッ
シュ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。

令和2年告示第605号（R2.4.21指定） 令和2年告示第605号（R2.4.21指定） 令和2年告示第605号（R2.4.21指定） 令和2年告示第605号（R2.4.21指定）

　次の写真を付して、「フラッシュ3」
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、「エクスタシー
セックス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。

　次の写真を付して、「old lady」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、「Classic
Powder 2007(クラシック)」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。

知事監視製品現在指定一覧
NO.123

令和2年告示第605号（R2.4.21指定） 令和2年告示第605号（R2.4.21指定） 令和2年告示第605号（R2.4.21指定） 令和2年告示第605号（R2.4.21指定）

　次の写真に示すとおり、「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。

　次の写真に示すとおり、「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。

　次の写真に示すとおり、「XX」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、「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。

令和2年告示第605号（R2.4.21指定） 令和2年告示第605号（R2.4.21指定） 令和2年告示第605号（R2.4.21指定） 令和2年告示第605号（R2.4.21指定）

　次の写真に示すとおり、「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。

　次の写真に示すとおり、「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。

　次の写真に示すとおり、「阿鼻叫
喚」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、「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。

令和2年告示第605号（R2.4.21指定） 令和2年告示第605号（R2.4.21指定） 令和2年告示第605号（R2.4.21指定） 令和2年告示第605号（R2.4.21指定）

　次の写真に示すとおり、「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。

　次の写真に示すとおり、「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。

　次の写真を付して、「アイス・ギメ」
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。

　次の写真に示すとおり、「ジャマイ
カン セックス」と表示のある製品で
あって、その内容物が植物片のも
の。

令和2年告示第605号（R2.4.21指定） 令和2年告示第605号（R2.4.21指定） 令和2年告示第605号（R2.4.21指定） 令和2年告示第605号（R2.4.21指定）

　次の写真を付して、「Diamond
Crystal」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、「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。

　次の写真を付して、「女神の潮吹
き」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、「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。

知事監視製品現在指定一覧
NO.124

令和2年告示第605号（R2.4.21指定） 令和2年告示第605号（R2.4.21指定） 令和2年告示第605号（R2.4.21指定） 令和2年告示第605号（R2.4.21指定）

　次の写真に示すとおり、「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。

　次の写真を付して、「けつまん
MAX」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、「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。

　次の写真に示すとおり、「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。

令和2年告示第605号（R2.4.21指定） 令和2年告示第605号（R2.4.21指定） 令和2年告示第605号（R2.4.21指定） 令和2年告示第605号（R2.4.21指定）

　次の写真を付して、「Zombie
Ecstasy」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、「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。

　次の写真に示すとおり、「SEXY
BOMBER」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、「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。

令和2年告示第605号（R2.4.21指定） 令和2年告示第605号（R2.4.21指定） 令和2年告示第605号（R2.4.21指定） 令和2年告示第605号（R2.4.21指定）

　次の写真に示すとおり、「GIRL SEX
101」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。

　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。

　次の写真に示すとおり、「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。

令和2年告示第605号（R2.4.21指定） 令和2年告示第605号（R2.4.21指定） 令和2年告示第605号（R2.4.21指定） 令和2年告示第605号（R2.4.21指定）

　次の写真に示すとおり、「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。

　次の写真に示すとおり、「逆アナ」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 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。

　次の写真に示すとおり、「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。



知事監視製品現在指定一覧
NO.125

令和2年告示第605号（R2.4.21指定） 令和2年告示第605号（R2.4.21指定） 令和2年告示第605号（R2.4.21指定） 令和2年告示第605号（R2.4.21指定）

　次の写真に示すとおり、「Dry Orgasm」
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、「Sex
Dangerous」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、「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。

　次の写真に示すとおり、「神龍」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2年告示第605号（R2.4.21指定） 令和2年告示第605号（R2.4.21指定） 令和2年告示第605号（R2.4.21指定） 令和2年告示第605号（R2.4.21指定）

　次の写真を付して、「Spirit Of
Lemon EX」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、「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。

　次の写真に示すとおり、「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。

　次の写真を付して、「PEH-brfNa」
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。

令和2年告示第605号（R2.4.21指定） 令和2年告示第605号（R2.4.21指定） 令和2年告示第605号（R2.4.21指定） 令和2年告示第605号（R2.4.21指定）

　次の写真に示すとおり、「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。

　次の写真に示すとおり、「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。

　次の写真に示すとおり、「SEXY
GANG」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、「Crazy
MIX 2008」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2年告示第605号（R2.4.21指定） 令和2年告示第605号（R2.4.21指定） 令和2年告示第605号（R2.4.21指定） 令和2年告示第605号（R2.4.21指定）

　次の写真に示すとおり、「@sex.jp」
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、「SEX
Hospital」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。

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

知事監視製品現在指定一覧
NO.126

令和2年告示第605号（R2.4.21指定） 令和2年告示第605号（R2.4.21指定） 令和2年告示第605号（R2.4.21指定） 令和2年告示第605号（R2.4.21指定）

　次の写真に示すとおり、
「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。

　次の写真に示すとおり、「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。

　次の写真に示すとおり、
「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。

　次の写真に示すとおり、「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。

令和2年告示第605号（R2.4.21指定） 令和2年告示第605号（R2.4.21指定） 令和2年告示第605号（R2.4.21指定） 令和2年告示第605号（R2.4.21指定）

　次の写真に示すとおり、「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。

　次の写真に示すとおり、「壊落」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、「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。

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

令和2年告示第605号（R2.4.21指定） 令和2年告示第605号（R2.4.21指定） 令和2年告示第605号（R2.4.21指定） 令和2年告示第605号（R2.4.21指定）

　次の写真に示すとおり、「Extreme
number」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、「MZ3
MAXIM」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、「Skull
King」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、「Buzz
Scream」と表示のある製品であっ
て、その内容物が植物片のもの。

令和2年告示第605号（R2.4.21指定） 令和2年告示第605号（R2.4.21指定） 令和2年告示第605号（R2.4.21指定） 令和2年告示第605号（R2.4.21指定）

　次の写真に示すとおり、「Pure
VIII」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、「RcFS-
4bTCn」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、「VIRGIN
BACK」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、「NITRO
HAZE 3」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

知事監視製品現在指定一覧
NO.127

令和2年告示第605号（R2.4.21指定） 令和2年告示第605号（R2.4.21指定） 令和2年告示第605号（R2.4.21指定） 令和2年告示第605号（R2.4.21指定）

　次の写真に示すとおり、
「ENEMAREX」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、
「MEXICAN HEETS」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、
「Dr.WEED」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、「Yellow solid」
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。

令和2年告示第605号（R2.4.21指定） 令和2年告示第605号（R2.4.21指定） 令和2年告示第605号（R2.4.21指定） 令和2年告示第605号（R2.4.21指定）

　次の写真に示すとおり、「SEXIST」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、「Met264nLd-
HASH」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、「GORILLA」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、「Extra
Coming」と表示のある製品であって、そ
の内容物が植物片のもの。

令和2年告示第605号（R2.4.21指定） 令和2年告示第605号（R2.4.21指定） 令和2年告示第605号（R2.4.21指定） 令和2年告示第605号（R2.4.21指定）

　次の写真に示すとおり、「69 Stars」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、「X ZONE」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、「Thunder
Ultimate」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、「Black
Cat」と表示のある製品であって、そ
の内容物が植物片のもの。

令和2年告示第605号（R2.4.21指定） 令和2年告示第605号（R2.4.21指定） 令和2年告示第605号（R2.4.21指定） 令和2年告示第902号（R2.6.30指定）

　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。

　次の写真を付して、「Skull Sheet」
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。

　次の写真を付して、「MAGIC
BUTTER」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。

　次の写真を付して、「スーパーレ
モンヘイズダイヤモンド　ハーブ状」
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。

知事監視製品現在指定一覧
NO.128

令和2年告示第902号（R2.6.30指定） 令和2年告示第902号（R2.6.30指定） 令和2年告示第902号（R2.6.30指定） 令和2年告示第902号（R2.6.30指定）

　次の写真を付して、「スーパーレ
モンヘイズゴールド　ハーブ状」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、「●お徳用ハーブ
スーパーシルバーヘイズダイヤモンド
(Super Silver Haze Diamond)　ハーブ状」
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、「●お徳用
ハーブ　スーパーシルバーヘイズ
ゴールドド(Super Silver Haze Gold)
ハーブ状」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、「クリスタルス
ピードα」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。

令和2年告示第902号（R2.6.30指定） 令和2年告示第902号（R2.6.30指定） 令和2年告示第902号（R2.6.30指定） 令和2年告示第902号（R2.6.30指定）

　次の写真を付して、「クリスタルス
ピードβ」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、「Research
chemical Ⅵ」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。

　次の写真を付して、「Research
chemical Ⅴ」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。

　次の写真に示すとおり、「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。

令和2年告示第902号（R2.6.30指定） 令和2年告示第902号（R2.6.30指定） 令和2年告示第902号（R2.6.30指定） 令和2年告示第902号（R2.6.30指定）

　次の写真に示すとおり、「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。

　次の写真に示すとおり、「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。

　次の写真に示すとおり、「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。

　次の写真に示すとおり、「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。

令和2年告示第902号（R2.6.30指定） 令和2年告示第902号（R2.6.30指定） 令和2年告示第902号（R2.6.30指定） 令和2年告示第902号（R2.6.30指定）

　次の写真に示すとおり、「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。

　次の写真に示すとおり、「ケツマン
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、「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。

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







知事監視製品現在指定一覧
NO.137

令和2年告示第1119号（R2.8.25指定） 令和2年告示第1119号（R2.8.25指定） 令和2年告示第1119号（R2.8.25指定） 令和2年告示第1119号（R2.8.25指定）

　次の写真に示すとおり、「VIXEN」
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、「Metallica」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、「Blue
Lagoon」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、「kemuri69」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。

令和2年告示第1119号（R2.8.25指定） 令和2年告示第1119号（R2.8.25指定） 令和2年告示第1119号（R2.8.25指定） 令和2年告示第1119号（R2.8.25指定）

　次の写真に示すとおり、
「PHANTOM」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、「HEART
STAR」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、「桜」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、「恋する
乙女」と表示のある製品であって、
その内容物が植物片のもの。

令和2年告示第1119号（R2.8.25指定） 令和2年告示第1385号（R2.11.10指定） 令和2年告示第1385号（R2.11.10指定） 令和2年告示第1385号（R2.11.10指定）

　次の写真に示すとおり、「night
rounge」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、「秋の
secret(内緒)リキッド」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、「鬼舐め」
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、「BOLT」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。

令和2年告示第1385号（R2.11.10指定） 令和2年告示第1385号（R2.11.10指定） 令和2年告示第1385号（R2.11.10指定） 令和2年告示第1385号（R2.11.10指定）

　次の写真に示すとおり、「スー
パー肉便器」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、
「BRAZIL」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、「CANDY(キャ
ンディー)」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、
「GOLDEN」と表示のある製品で
あって、その内容物が粉末のもの。

知事監視製品現在指定一覧
NO.138

令和2年告示第1385号（R2.11.10指定） 令和2年告示第1385号（R2.11.10指定） 令和2年告示第1385号（R2.11.10指定） 令和2年告示第1385号（R2.11.10指定）

　次の写真を付して、「NEON(ネオ
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。

　次の写真を付して、「INDESENT」
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、「Maximum
Gay Liquid(マキシマム ゲイ リキッ
ド)」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、「オス潮吹
き」と表示のある製品であって、その
内容物が液体のもの。

令和2年告示第1385号（R2.11.10指定） 令和2年告示第1385号（R2.11.10指定） 令和2年告示第1385号（R2.11.10指定） 令和2年告示第1385号（R2.11.10指定）

　次の写真に示すとおり、「タチ狂」
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、「Hammer
Sex」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、
「Butterfly Ecstasy」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、「前立腺
MAX」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2年告示第1385号（R2.11.10指定） 令和2年告示第1385号（R2.11.10指定） 令和2年告示第1385号（R2.11.10指定） 令和2年告示第1385号（R2.11.10指定）

　次の写真に示すとおり、「淫乱ケツ
マンコ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、「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、
「Lesbian 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。

　次の写真に示すとおり、「5-MeO-
DMT_DsKxy」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2年告示第1385号（R2.11.10指定） 令和2年告示第1385号（R2.11.10指定） 令和2年告示第1385号（R2.11.10指定） 令和2年告示第1385号（R2.11.10指定）

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

　次の写真に示すとおり、「Nonstop
Wave」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、「DROP
OFF PINK GRADE」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、「KAMUI」
と表示のある製品であって、その内
容物が植物片のもの。

知事監視製品現在指定一覧
NO.139

令和2年告示第1385号（R2.11.10指定） 令和2年告示第1385号（R2.11.10指定） 令和2年告示第1385号（R2.11.10指定） 令和2年告示第1385号（R2.11.10指定）

　次の写真に示すとおり、「Bump
Dash」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、
「DIADORA」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、「BLACK
TWIST X cution」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、「OVER RUN
CUSTOM」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。

令和2年告示第1385号（R2.11.10指定） 令和2年告示第1385号（R2.11.10指定） 令和2年告示第1385号（R2.11.10指定） 令和2年告示第1385号（R2.11.10指定）

　次の写真に示すとおり、「HYPER
FLYING NIGHT」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、「Brain
Dope」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、「magical
trigger」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、「Pussy
Punisher」と表示のある製品であっ
て、その内容物が植物片のもの。

令和2年告示第1385号（R2.11.10指定） 令和2年告示第1385号（R2.11.10指定） 令和2年告示第1385号（R2.11.10指定） 令和2年告示第1385号（R2.11.10指定）

　次の写真に示すとおり、「HOT
Breez」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、「se
mouiller」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、「MODE
CHAOS」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。

　次の写真に示すとおり、
「nymphomaniac」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2年告示第1385号（R2.11.10指定） 令和2年告示第1385号（R2.11.10指定） 令和2年告示第1385号（R2.11.10指定） 令和2年告示第1385号（R2.11.10指定）

　次の写真に示すとおり、
「ULTIMATE NEO SEXIM」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、「THE
HAZARD」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、「激凄」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。

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

知事監視製品現在指定一覧
NO.140

令和2年告示第1385号（R2.11.10指定） 令和2年告示第1385号（R2.11.10指定） 令和2年告示第1385号（R2.11.10指定） 令和2年告示第1385号（R2.11.10指定）

　次の写真を付して、「SOUTHERN
CROSS」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。

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

　次の写真を付して、「mantos come on」
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。

　次の写真を付して、「MIRAGE」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。

令和2年告示第1385号（R2.11.10指定） 令和2年告示第1385号（R2.11.10指定） 令和2年告示第1385号（R2.11.10指定） 令和2年告示第1385号（R2.11.10指定）

　次の写真に示すとおり、「SUPER
STRONG」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、「HYBRID g」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、「HOT SHOT」
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、「HYPER
DIVE」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2年告示第1385号（R2.11.10指定） 令和2年告示第1385号（R2.11.10指定） 令和2年告示第1385号（R2.11.10指定） 令和2年告示第1385号（R2.11.10指定）

　次の写真を付して、「Strawberry heart
（愛し合う鼓動）」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、「DOIT RE:」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、「KING FANG」
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、「FEELING
Boost Label」と表示のある製品であっ
て、その内容物が植物片のもの。

令和2年告示第1385号（R2.11.10指定） 令和2年告示第1385号（R2.11.10指定） 令和2年告示第1385号（R2.11.10指定） 令和2年告示第1385号（R2.11.10指定）

　次の写真に示すとおり、
「HYPNOTIC BLUE」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、「SUPRA type
X」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、「Adrena
Crysta」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、「RAW
SHOCK」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。



知事監視製品現在指定一覧
NO.141

令和2年告示第1385号（R2.11.10指定） 令和2年告示第1385号（R2.11.10指定） 令和2年告示第1385号（R2.11.10指定） 令和2年告示第1385号（R2.11.10指定）

　次の写真に示すとおり、「BENZO
FURY」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、「K-
MIND」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 EFFECT」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 FINE」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2年告示第1385号（R2.11.10指定） 令和2年告示第1385号（R2.11.10指定） 令和2年告示第1385号（R2.11.10指定） 令和2年告示第1385号（R2.11.10指定）

　次の写真を付して、「CHARGE
チャージ」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。

　次の写真に示すとおり、「GREEN
GENIE」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 EFFECT」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 FINE」と表示のある製
品であって、その内容物が粉末のも
の。

令和2年告示第1385号（R2.11.10指定） 令和2年告示第1385号（R2.11.10指定） 令和2年告示第1385号（R2.11.10指定） 令和2年告示第1385号（R2.11.10指定）

　次の写真に示すとおり、「狂アナ
ルフィスト」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、「crazy night
2009」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、「SWEET
SIXTEEN」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、「5MEO-
DMT(WAKE-UP)」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。

令和2年告示第1385号（R2.11.10指定） 令和2年告示第1385号（R2.11.10指定） 令和2年告示第1385号（R2.11.10指定） 令和2年告示第1385号（R2.11.10指定）

　次の写真に示すとおり、「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。

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

知事監視製品現在指定一覧
NO.142

令和2年告示第1385号（R2.11.10指定） 令和2年告示第1385号（R2.11.10指定） 令和3年告示第72号（R3.1.26指定） 令和3年告示第72号（R3.1.26指定）

　次の写真に示すとおり、「BAT
sexy in night」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、「SEXIST
HARD PUNCHER」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、「ZUP」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、「LOVE
Taboo」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3年告示第72号（R3.1.26指定） 令和3年告示第72号（R3.1.26指定） 令和3年告示第72号（R3.1.26指定） 令和3年告示第72号（R3.1.26指定）

　次の写真を付して、「GAY CRAZY
SEX」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、「マゾヒス
ト狂」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、「Miracle
Rainbow」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、「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。

令和3年告示第72号（R3.1.26指定） 令和3年告示第72号（R3.1.26指定） 令和3年告示第72号（R3.1.26指定） 令和3年告示第72号（R3.1.26指定）

　次の写真に示すとおり、「LONG
SHOT」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、「EFFECT
2020」と表示のある製品であって、
その内容物が粉末のもの。

　次の写真を付して、「BLACK
MAGIK（ブラマジ）」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、「悶絶け
つまんこ」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3年告示第72号（R3.1.26指定） 令和3年告示第72号（R3.1.26指定） 令和3年告示第72号（R3.1.26指定） 令和3年告示第72号（R3.1.26指定）

　次の写真を付して、「Silver Queen
（シルバークイーン）」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。

　次の写真を付して、「order　瓶系
アロマ(007)」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、「エクスタシー
ウエーブ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。

　次の写真を付して、「エクス
タシーウエーブ5」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。

知事監視製品現在指定一覧
NO.143

令和3年告示第72号（R3.1.26指定） 令和3年告示第72号（R3.1.26指定） 令和3年告示第72号（R3.1.26指定） 令和3年告示第72号（R3.1.26指定）

　次の写真を付して、「スランバーラ
ンド」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、「スランバーラ
ンドウエーブ」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、「スランバーラ
ンドクリスタル」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、「カチノ
ンラブ2」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。

令和3年告示第72号（R3.1.26指定） 令和3年告示第72号（R3.1.26指定） 令和3年告示第72号（R3.1.26指定） 令和3年告示第72号（R3.1.26指定）

　次の写真を付して、「スランバーパ
ウダー」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。

　次の写真を付して、「Research
chemical G」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。

　次の写真を付して、「Research
chemical Ⅷ」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。

　次の写真を付して、「●お徳用
ハーブ　ダイアモンドガール3
（Diamond Girl）ハーブ状」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。

令和3年告示第72号（R3.1.26指定） 令和3年告示第72号（R3.1.26指定） 令和3年告示第72号（R3.1.26指定） 令和3年告示第72号（R3.1.26指定）

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

　次の写真を付して、「純白pure合
法パウダー 0.5g Ice SEX7770」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。

　次の写真を付して、「HEART
KILLER III」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。

令和3年告示第72号（R3.1.26指定） 令和3年告示第72号（R3.1.26指定） 令和3年告示第72号（R3.1.26指定） 令和3年告示第72号（R3.1.26指定）

　次の写真に示すとおり、「ROMEO
CUBA」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、「HONEY
HOLE」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、「Ashed Force
DRY」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、「GOLD
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。

知事監視製品現在指定一覧
NO.144

令和3年告示第72号（R3.1.26指定） 令和3年告示第72号（R3.1.26指定） 令和3年告示第72号（R3.1.26指定） 令和3年告示第72号（R3.1.26指定）

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

　次の写真を付して、「SEXY
Shocker」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、「Hyper
Def」と表示のある製品であって、そ
の内容物が植物片のもの。

令和3年告示第72号（R3.1.26指定） 令和3年告示第72号（R3.1.26指定） 令和3年告示第72号（R3.1.26指定） 令和3年告示第72号（R3.1.26指定）

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

　次の写真を付して、「Crystal
FUSION」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、「SEXTREAM
MONSTER」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、「Tripper
Zone」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。

令和3年告示第72号（R3.1.26指定） 令和3年告示第72号（R3.1.26指定） 令和3年告示第72号（R3.1.26指定） 令和3年告示第72号（R3.1.26指定）

　次の写真に示すとおり、「LA MAX
STAR」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、「SPLASH
woman」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、「SILKY
MILKY TIME」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、
「Wonderland Trips」と表示のある製
品であって、その内容物が粉末のも
の。

令和3年告示第72号（R3.1.26指定） 令和3年告示第72号（R3.1.26指定） 令和3年告示第72号（R3.1.26指定） 令和3年告示第72号（R3.1.26指定）

　次の写真に示すとおり、
「MELLOW SPECIAL GM2000」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、「Meteo
Blast」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、
「Rigoletta」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、「COBRA
TWIST」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。



知事監視製品現在指定一覧
NO.145

令和3年告示第72号（R3.1.26指定） 令和3年告示第72号（R3.1.26指定） 令和3年告示第72号（R3.1.26指定） 令和3年告示第72号（R3.1.26指定）

　次の写真に示すとおり、「K4」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、「Street rider」
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、「Monster
Edition Hungry」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、「IBIZA」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3年告示第72号（R3.1.26指定） 令和3年告示第72号（R3.1.26指定） 令和3年告示第72号（R3.1.26指定） 令和3年告示第72号（R3.1.26指定）

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

　次の写真を付して、「ULTRA
CORE」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、「お勧めセット
A（にやにや多幸系）」の名称で販
売される製品であって、その内容物
が液体、植物片及び粉末のもの。

　次の写真を付して、「お勧めセット
B（きょろきょろ明るい系）」の名称で
販売される製品であって、その内容
物が液体、植物片及び粉末のも
の。

令和3年告示第72号（R3.1.26指定） 令和3年告示第72号（R3.1.26指定） 令和3年告示第72号（R3.1.26指定） 令和3年告示第72号（R3.1.26指定）

　次の写真を付して、「お勧めセット
C（がっちり系）」の名称で販売され
る製品であって、その内容物が液
体、植物片及び粉末のもの。

　次の写真に示すとおり、
「MAXINIUM」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、「- yellow
RUSH Trance SEX - 0.5G」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、「- green
RUSH Reggae SEX - 0.5G」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。

令和3年告示第72号（R3.1.26指定） 令和3年告示第72号（R3.1.26指定） 令和3年告示第72号（R3.1.26指定） 令和3年告示第72号（R3.1.26指定）

　次の写真に示すとおり、「Cunt
Panic」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、「FIRST
TIME GAY XXX HOT」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、「8 POOL
BALL 」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、
「GOMESS」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

知事監視製品現在指定一覧
NO.146

令和3年告示第72号（R3.1.26指定） 令和3年告示第72号（R3.1.26指定） 令和3年告示第72号（R3.1.26指定） 令和3年告示第72号（R3.1.26指定）

　次の写真に示すとおり、
「PASSION」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、「GAY
LONG TIME」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、「GAY
EXPLOSION」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、
「MONSTER Killer」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3年告示第72号（R3.1.26指定） 令和3年告示第72号（R3.1.26指定） 令和3年告示第72号（R3.1.26指定） 令和3年告示第72号（R3.1.26指定）

　次の写真に示すとおり、「Carmen」
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、「LGBT
FLASH」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、「LGBT
Crystal」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。

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

令和3年告示第72号（R3.1.26指定） 令和3年告示第72号（R3.1.26指定） 令和3年告示第72号（R3.1.26指定） 令和3年告示第72号（R3.1.26指定）

　次の写真に示すとおり、「Sexy
BERRY」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、「06
Style」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、
「EQuality」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、「SWEET
LOVE」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3年告示第72号（R3.1.26指定） 令和3年告示第72号（R3.1.26指定） 令和3年告示第72号（R3.1.26指定） 令和3年告示第72号（R3.1.26指定）

　次の写真を付して、「スーパーレ
モンヘイズStrong　ハーブ状」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、「スーパーレ
モンヘイズヘブンStrong　ハーブ
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、「KATANA
Strongハーブ状」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、「●お徳用ハーブ
スーパーシルバーヘイズStrong(Super
Silver Haze)　ハーブ状」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。

知事監視製品現在指定一覧
NO.147

令和3年告示第72号（R3.1.26指定） 令和3年告示第72号（R3.1.26指定） 令和3年告示第72号（R3.1.26指定） 令和3年告示第72号（R3.1.26指定）

　次の写真を付して、「●お徳用ハーブ
スーパーシルバーヘイズヘブン
Strong(Super Silver Haze Haven)　ハー
ブ状」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、「●お徳用ハーブ
レッドドラゴンStrong（RED DRAGON ）
ハーブ状」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、「FEEL
OPIUM」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、「WINEY
BITCH」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3年告示第72号（R3.1.26指定） 令和3年告示第72号（R3.1.26指定） 令和3年告示第72号（R3.1.26指定） 令和3年告示第72号（R3.1.26指定）

　次の写真に示すとおり、「Excite
Fuze」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
MAKER PRO」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、「Boost One」
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、「ORGASM
SLAVE」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。

令和3年告示第72号（R3.1.26指定） 令和3年告示第72号（R3.1.26指定） 令和3年告示第72号（R3.1.26指定） 令和3年告示第450号（R3.4.20指定）

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

　次の写真を付して、「Ageha Dream
3」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、「Energy
heart」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、「【420ハーブ
ティー】マシュマローハーブティー
Strong」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。

令和3年告示第450号（R3.4.20指定） 令和3年告示第450号（R3.4.20指定） 令和3年告示第450号（R3.4.20指定） 令和3年告示第450号（R3.4.20指定）

　次の写真に示すとおり、「NEO
CRISTALIUS 2PLUS」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
TIMES」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、「RED ZONE」
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、「LOVE」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。

知事監視製品現在指定一覧
NO.148

令和3年告示第450号（R3.4.20指定） 令和3年告示第450号（R3.4.20指定） 令和3年告示第450号（R3.4.20指定） 令和3年告示第450号（R3.4.20指定）

　次の写真を付して、「Burning」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、「クリスタルス
ピード　αⅡ」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、「クリスタルス
ピードγ」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、「極」と表
示のある製品であって、その内容物
が粉末のもの。

令和3年告示第450号（R3.4.20指定） 令和3年告示第450号（R3.4.20指定） 令和3年告示第450号（R3.4.20指定） 令和3年告示第450号（R3.4.20指定）

　次の写真に示すとおり、「拡張フィ
スト」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、「マゾヒス
トXP」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」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、「姦」と表
示のある製品であって、その内容物
が植物片のもの。

令和3年告示第450号（R3.4.20指定） 令和3年告示第450号（R3.4.20指定） 令和3年告示第450号（R3.4.20指定） 令和3年告示第450号（R3.4.20指定）

　次の写真に示すとおり、
「ゴールドフィンガー」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、「直昇」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XXX」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、「煙艶」と
表示のある製品であって、その内容
物が粉末のもの。

令和3年告示第450号（R3.4.20指定） 令和3年告示第450号（R3.4.20指定） 令和3年告示第450号（R3.4.20指定） 令和3年告示第450号（R3.4.20指定）

　次の写真に示すとおり、「娼
魔ドラスラー」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、「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。

　次の写真に示すとおり、「ケツマン
狂」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、「GAY
STAR」と表示のある製品であって、
その内容物が液体のもの。



知事監視製品現在指定一覧
NO.149

令和3年告示第450号（R3.4.20指定） 令和3年告示第450号（R3.4.20指定） 令和3年告示第450号（R3.4.20指定） 令和3年告示第450号（R3.4.20指定）

　次の写真に示すとおり、「GAY
GOMEON」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、「GAY
CLASSICS」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、「FIRE&ICE」
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、「LOVE
WINS」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。

令和3年告示第450号（R3.4.20指定） 令和3年告示第450号（R3.4.20指定） 令和3年告示第450号（R3.4.20指定） 令和3年告示第450号（R3.4.20指定）

　次の写真に示すとおり、「Revival」
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、「OXI-
EMF 95%」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、「Gay
Erotica」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、「RAW」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。

令和3年告示第450号（R3.4.20指定） 令和3年告示第450号（R3.4.20指定） 令和3年告示第450号（R3.4.20指定） 令和3年告示第450号（R3.4.20指定）

　次の写真に示すとおり、
「HORROR」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、
「EXPLICIT EROTICA」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、「GLAM」
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、「TIGER
BOSS」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3年告示第450号（R3.4.20指定） 令和3年告示第450号（R3.4.20指定） 令和3年告示第450号（R3.4.20指定） 令和3年告示第450号（R3.4.20指定）

　次の写真に示すとおり、「Splash」
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、「wet
pussy」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、「DAMEGE(ダ
メージ)」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、「KINK(禁句)」
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。

知事監視製品現在指定一覧
NO.150

令和3年告示第450号（R3.4.20指定） 令和3年告示第450号（R3.4.20指定） 令和3年告示第450号（R3.4.20指定） 令和3年告示第450号（R3.4.20指定）

　次の写真を付して、「Z7
SUPERLUSH」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、「Butter
DOG」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、
「PARALLEL BRAIN TONIC」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、
「NONSTOP JET」と表示のある製品
であって、その内容物が粉末のも
の。

令和3年告示第450号（R3.4.20指定） 令和3年告示第450号（R3.4.20指定） 令和3年告示第450号（R3.4.20指定） 令和3年告示第450号（R3.4.20指定）

　次の写真を付して、「POTION
ORIGINAL 2nd」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、「Bunny
Buster」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、「POWER
BULK」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、「Miracle
Lemon Shot」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3年告示第450号（R3.4.20指定） 令和3年告示第450号（R3.4.20指定） 令和3年告示第450号（R3.4.20指定） 令和3年告示第450号（R3.4.20指定）

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

　次の写真を付して、「Vim Night」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。

　次の写真を付して、「ULTIMATE
BROKEN 3rd」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、「PLATINUM
R2」と表示のある製品であって、その内
容物が植物片のもの。

令和3年告示第450号（R3.4.20指定） 令和3年告示第450号（R3.4.20指定） 令和3年告示第450号（R3.4.20指定） 令和3年告示第450号（R3.4.20指定）

　次の写真に示すとおり、「DEATH
KISS」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、「PHANTOM
ENCORE」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、「HYDRA」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、「Tricky
Trick」と表示のある製品であって、
その内容物が粉末のもの。

知事監視製品現在指定一覧
NO.151

令和3年告示第450号（R3.4.20指定） 令和3年告示第450号（R3.4.20指定） 令和3年告示第450号（R3.4.20指定） 令和3年告示第450号（R3.4.20指定）

　次の写真に示すとおり、「CLAM
BOMB」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、「CLIT
SPARK」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、「RED Special
Edition」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、「SHOUT
2」と表示のある製品であって、その
内容物が粉末のもの。

令和3年告示第450号（R3.4.20指定） 令和3年告示第450号（R3.4.20指定） 令和3年告示第450号（R3.4.20指定） 令和3年告示第450号（R3.4.20指定）

　次の写真に示すとおり、「SUPER
CRAVE」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、「ORGASMIC
EX」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、「非売品多数
有り 合法パウダー5個パック」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。

　次の写真を付して、「非売品多数
合法パウダー3個パック」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。

令和3年告示第450号（R3.4.20指定） 令和3年告示第450号（R3.4.20指定） 令和3年告示第450号（R3.4.20指定） 令和3年告示第450号（R3.4.20指定）

　次の写真に示すとおり、
「VANQUISH KIVA V5」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、「Fuck
Bunny」と表示のある製品であって、
その内容物が粉末のもの。

　次の写真を付して、「OMEGA
DIVER」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、
「PLASMA SHOCK」と表示のある製
品であって、その内容物が粉末のも
の。

令和3年告示第450号（R3.4.20指定） 令和3年告示第450号（R3.4.20指定） 令和3年告示第450号（R3.4.20指定） 令和3年告示第450号（R3.4.20指定）

　次の写真に示すとおり、「MYSTIC
SYNDROME」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、「BLACK
OUT」の名称で販売される製品で
あって、その内容物が固体のもの。

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

知事監視製品現在指定一覧
NO.152

令和3年告示第450号（R3.4.20指定） 令和3年告示第450号（R3.4.20指定） 令和3年告示第450号（R3.4.20指定） 令和3年告示第450号（R3.4.20指定）

　次の写真を付して、「PURPLE
HAZE」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、
「MOUTON STAR LABEL」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、「Dripping
Wet」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、「Monkey
HAZE by Dr.WESTAIN」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。

令和3年告示第450号（R3.4.20指定） 令和3年告示第450号（R3.4.20指定） 令和3年告示第450号（R3.4.20指定） 令和3年告示第450号（R3.4.20指定）

　次の写真に示すとおり、「Fly More
EXTRA GRADE」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、「JOY
MASTER」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、「Gray hacker」
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。

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

令和3年告示第450号（R3.4.20指定） 令和3年告示第450号（R3.4.20指定） 令和3年告示第450号（R3.4.20指定） 令和3年告示第450号（R3.4.20指定）

　次の写真を付して、「BLACK
DIAMOND」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、「last SEX
spark」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、「LUSH FOG」
の名称で販売される製品であって、
その内容物が固体のもの。

　次の写真に示すとおり、
「GROOVING FLOW」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3年告示第450号（R3.4.20指定） 令和3年告示第450号（R3.4.20指定） 令和3年告示第450号（R3.4.20指定） 令和3年告示第450号（R3.4.20指定）

　次の写真を付して、「Hawaiian
SMOG」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、「BAD GIRL」
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、「合法匂玉
VS-CHEMISTRY」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。

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











知事監視製品現在指定一覧
NO.169

令和4年告示第573号（R4.4.22指定） 令和4年告示第573号（R4.4.22指定） 令和4年告示第573号（R4.4.22指定） 令和4年告示第573号（R4.4.22指定）

　次の写真に示すとおり、「SEXY
CRASH」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、「媚ゴメ
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、「GREEN
MONSTER」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、「エクスタ
シー2022」と表示のある製品であっ
て、その内容物が粉末のもの。

令和4年告示第573号（R4.4.22指定） 令和4年告示第573号（R4.4.22指定） 令和4年告示第573号（R4.4.22指定） 令和4年告示第573号（R4.4.22指定）

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

　次の写真を付して、「GAY
DADDY」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
Cowboys」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、「DICK
POWERS」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4年告示第573号（R4.4.22指定） 令和4年告示第573号（R4.4.22指定） 令和4年告示第573号（R4.4.22指定） 令和4年告示第573号（R4.4.22指定）

　次の写真を付して、「ROUGH
SEX」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、「AQUA」
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、「1990’s
STAR SMOKE」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、「Strong
3 Shot」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。

令和4年告示第573号（R4.4.22指定） 令和4年告示第573号（R4.4.22指定） 令和4年告示第573号（R4.4.22指定） 令和4年告示第573号（R4.4.22指定）

　次の写真を付して、「ENEMA」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、「CODE
ZERO BIO TEC N3」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。

　次の写真を付して、「Night
Crusher」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、「Heat
Doragon X2」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。

知事監視製品現在指定一覧
NO.170

令和4年告示第573号（R4.4.22指定） 令和4年告示第573号（R4.4.22指定） 令和4年告示第573号（R4.4.22指定） 令和4年告示第573号（R4.4.22指定）

　次の写真を付して、「APOLLO
FLASH」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、「AILIAN
CLEAR IMPACT」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、「Cosmo
Breaker」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、「TIGER
SHATTER」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4年告示第573号（R4.4.22指定） 令和4年告示第573号（R4.4.22指定） 令和4年告示第573号（R4.4.22指定） 令和4年告示第573号（R4.4.22指定）

　次の写真を付して、「EROTICAL
LEMON SILVER」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、「GREEN
DASH」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、「Sexy
Boy&Girl」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。

　次の写真を付して、「Sexy Girl」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。

令和4年告示第573号（R4.4.22指定） 令和4年告示第573号（R4.4.22指定） 令和4年告示第573号（R4.4.22指定） 令和4年告示第573号（R4.4.22指定）

　次の写真を付して、「Sexy Boy」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。

　次の写真を付して、「淫雷」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。

　次の写真を付して、「エイリアン」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。

　次の写真を付して、「H玉」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。

令和4年告示第573号（R4.4.22指定） 令和4年告示第573号（R4.4.22指定） 令和4年告示第573号（R4.4.22指定） 令和4年告示第573号（R4.4.22指定）

　次の写真を付して、「BLACK
OUT advance」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、「-z- R.E.D」
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、「Junkie Flying
Chillover」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、「Astro
Thunder EXPIUM」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。

知事監視製品現在指定一覧
NO.171

令和4年告示第573号（R4.4.22指定） 令和4年告示第573号（R4.4.22指定） 令和4年告示第573号（R4.4.22指定） 令和4年告示第573号（R4.4.22指定）

　次の写真を付して、「Q12 Alpina」
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、
「ATOMIC SPIDE」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、「Melty
pussy」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、「Bandit
Express」と表示のある製品であっ
て、その内容物が植物片のもの。

令和4年告示第573号（R4.4.22指定） 令和4年告示第801号（R4.6.28指定） 令和4年告示第801号（R4.6.28指定） 令和4年告示第801号（R4.6.28指定）

　次の写真を付して、「CHERRY
BOMB」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、「淫極
MAX」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、「媚獣ギメ」と表
示のある製品であって、その内容物が液
体のもの。

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

令和4年告示第801号（R4.6.28指定） 令和4年告示第801号（R4.6.28指定） 令和4年告示第801号（R4.6.28指定） 令和4年告示第801号（R4.6.28指定）

　次の写真を付して、「pink
ecstasy」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、「直剛スト
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、「極丸サイ
クロン」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、「絶悶スプ
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。

令和4年告示第801号（R4.6.28指定） 令和4年告示第801号（R4.6.28指定） 令和4年告示第801号（R4.6.28指定） 令和4年告示第801号（R4.6.28指定）

　次の写真に示すとおり、「マグナム
MK」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、「KING
KAMINARI」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、「HOT
CRAZY」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。

　次の写真を付して、「SEX HARB
BOMB」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。

知事監視製品現在指定一覧
NO.172

令和4年告示第801号（R4.6.28指定） 令和4年告示第801号（R4.6.28指定） 令和4年告示第801号（R4.6.28指定） 令和4年告示第801号（R4.6.28指定）

　次の写真に示すとおり、「恍惚ラッ
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、「媚汁トロ
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。

　次の写真を付して、「直乱凹」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、「極悶マ
グマ」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4年告示第801号（R4.6.28指定） 令和4年告示第801号（R4.6.28指定） 令和4年告示第801号（R4.6.28指定） 令和4年告示第801号（R4.6.28指定）

　次の写真に示すとおり、「マキシマ
ム Z」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、
「ULTRA KRUSH」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、「NURE NURE
ギガMIX」の名称で販売される製品
であって、その内容物が粉末及び
液体のもの。

　次の写真を付して、「BIN BIN ギ
ガMIX」の名称で販売される製品で
あって、その内容物が粉末及び液
体のもの。

令和4年告示第801号（R4.6.28指定） 令和4年告示第801号（R4.6.28指定） 令和4年告示第801号（R4.6.28指定） 令和4年告示第801号（R4.6.28指定）

　次の写真を付して、「LOVE
DASH」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。

　次の写真を付して、「Smart
Bull」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。

　次の写真を付して、「Blue Energy」
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。

　次の写真を付して、「Cleopatra
Optimum」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。

令和4年告示第801号（R4.6.28指定） 令和4年告示第801号（R4.6.28指定） 令和4年告示第801号（R4.6.28指定） 令和4年告示第801号（R4.6.28指定）

　次の写真に示すとおり、「GALLE
PORTIO ATTACK」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、「Erotical girl」
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。

　次の写真を付して、「STRANGE
LOVE PREMIUM Rich」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、「Butterfly X
direction」の名称で販売される製品
であって、その内容物が固体のも
の。



知事監視製品現在指定一覧
NO.173

令和4年告示第801号（R4.6.28指定） 令和4年告示第801号（R4.6.28指定） 令和4年告示第801号（R4.6.28指定） 令和4年告示第801号（R4.6.28指定）

　次の写真に示すとおり、「HONEY
WETTY」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、「LXE
VAGINAL SPECIAL」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、「69000
GIGA MAXIM」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、「GHOST
THE SEX SLAVE MAKER」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4年告示第801号（R4.6.28指定） 令和4年告示第801号（R4.6.28指定） 令和4年告示第801号（R4.6.28指定） 令和4年告示第801号（R4.6.28指定）

　次の写真を付して、「Nasty Boot」
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、「POISON
Virgin replay」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。

　次の写真に示すとおり、「黒龍 零
式」と表示のある製品であって、そ
の内容物が粉末のもの。

　次の写真を付して、「OPIUM
STRONG MASTER」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。

令和4年告示第801号（R4.6.28指定） 令和4年告示第801号（R4.6.28指定） 令和4年告示第801号（R4.6.28指定） 令和4年告示第801号（R4.6.28指定）

　次の写真を付して、「CHILLING
BEAR」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。

　次の写真を付して、「Ocean
Splash」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、「Delicious」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、「XD7 XI」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。

令和4年告示第801号（R4.6.28指定） 令和4年告示第989号（R4.8.30指定） 令和4年告示第989号（R4.8.30指定） 令和4年告示第989号（R4.8.30指定）

　次の写真を付して、「Apollon」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、「ゴメオ･
ボム」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、「ハイパー
肉便器」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、「マグナム
暴淫」と表示のある製品であって、
その内容物が液体のもの。

知事監視製品現在指定一覧
NO.174

令和4年告示第989号（R4.8.30指定） 令和4年告示第989号（R4.8.30指定） 令和4年告示第989号（R4.8.30指定） 令和4年告示第989号（R4.8.30指定）

　次の写真に示すとおり、「精勃
SEX」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、「猥狂ブラック」
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、「ADULT
SWIM」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、「RAW DEEP」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。

令和4年告示第989号（R4.8.30指定） 令和4年告示第989号（R4.8.30指定） 令和4年告示第989号（R4.8.30指定） 令和4年告示第989号（R4.8.30指定）

　次の写真に示すとおり、「SEXY MANS」
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、「舐獣」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、「潮吹トランス」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、「戦慄」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4年告示第989号（R4.8.30指定） 令和4年告示第989号（R4.8.30指定） 令和4年告示第989号（R4.8.30指定） 令和4年告示第989号（R4.8.30指定）

　次の写真を付して、「Artemis」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、「CHERRY
JOURNEY」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、「Pycho Zone
ZETA」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、「Sex Dream」
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。

令和4年告示第989号（R4.8.30指定） 令和4年告示第989号（R4.8.30指定） 令和4年告示第989号（R4.8.30指定） 令和4年告示第989号（R4.8.30指定）

　次の写真を付して、「Storm 4th
section」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。

　次の写真を付して、「アナルヘヴ
ン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。

　次の写真を付して、「SEX TIME
GOLD」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、「SPERMA
VACUUMER」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のもの。

知事監視製品現在指定一覧
NO.175

令和4年告示第989号（R4.8.30指定） 令和4年告示第989号（R4.8.30指定） 令和4年告示第989号（R4.8.30指定） 令和4年告示第989号（R4.8.30指定）

　次の写真を付して、「Imperial
Xross Over Galaxia 」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。

　次の写真に示すとおり、
「DR.EROTICMAX」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、「Analu Party」
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、「CRAZY
ANARU」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。

令和4年告示第989号（R4.8.30指定） 令和4年告示第989号（R4.8.30指定） 令和4年告示第989号（R4.8.30指定） 令和4年告示第989号（R4.8.30指定）

　次の写真を付して、「Yellow
Power」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。

　次の写真に示すとおり、「Feeling
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。

　次の写真を付して、「Braigin
SPECT」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、「ERO
SHBIRE」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。

令和4年告示第989号（R4.8.30指定） 令和4年告示第989号（R4.8.30指定） 令和4年告示第989号（R4.8.30指定） 令和4年告示第989号（R4.8.30指定）

　次の写真を付して、「宇宙の法則」
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、「HEAVEN」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、「阿修羅」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、「MUSIC
LIFE」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。

令和4年告示第989号（R4.8.30指定） 令和4年告示第989号（R4.8.30指定） 令和4年告示第989号（R4.8.30指定） 令和4年告示第989号（R4.8.30指定）

　次の写真を付して、「meditation」
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、「HITOMI」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、「DISCO!」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、「TIGER the
strong」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。

知事監視製品現在指定一覧
NO.176

令和4年告示第989号（R4.8.30指定） 令和4年告示第989号（R4.8.30指定） 令和4年告示第989号（R4.8.30指定） 令和4年告示第989号（R4.8.30指定）

　次の写真を付して、「RED FIRE」
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、「BLUE FIRE」
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、「natural」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、「SEXY
DYNAMITE」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。

令和4年告示第989号（R4.8.30指定） 令和4年告示第1259号（R4.11.15指定） 令和4年告示第1259号（R4.11.15指定） 令和4年告示第1259号（R4.11.15指定）

　次の写真を付して、「LOVE
MOTION」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、「5meo zgx」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、「5XPS
240UP」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、「ACME
BOOSTER」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4年告示第1259号（R4.11.15指定） 令和4年告示第1259号（R4.11.15指定） 令和4年告示第1259号（R4.11.15指定） 令和4年告示第1259号（R4.11.15指定）

　次の写真に示すとおり、「BIG
DADDY」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、「BLACK
NIGHT」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、「BUD
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、
「Chillaxing」と表示のある製品で
あって、その内容物が植物片のも
の。

令和4年告示第1259号（R4.11.15指定） 令和4年告示第1259号（R4.11.15指定） 令和4年告示第1259号（R4.11.15指定） 令和4年告示第1259号（R4.11.15指定）

　次の写真を付して、「Dragoon
Volcano」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、「DUCK
DICK」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、「Ecstasy
Cocktail」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、「ERO
SOUND」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。



知事監視製品現在指定一覧
NO.177

令和4年告示第1259号（R4.11.15指定） 令和4年告示第1259号（R4.11.15指定） 令和4年告示第1259号（R4.11.15指定） 令和4年告示第1259号（R4.11.15指定）

　次の写真を付して、「ICE ANAL」
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、「MAX」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。

　次の写真に示すとおり、
「MAXIMUM SEX」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、「MAX肉
便器」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4年告示第1259号（R4.11.15指定） 令和4年告示第1259号（R4.11.15指定） 令和4年告示第1259号（R4.11.15指定） 令和4年告示第1259号（R4.11.15指定）

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

　次の写真を付して、「PAKI PAKI」
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。

　次の写真を付して、「PUSSY」
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、「Rainbow
Fighter」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。

令和4年告示第1259号（R4.11.15指定） 令和4年告示第1259号（R4.11.15指定） 令和4年告示第1259号（R4.11.15指定） 令和4年告示第1259号（R4.11.15指定）

　次の写真に示すとおり、「RED
HOLE for adults」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、「SEX テロリス
ト」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
KING」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、「TABOO
EROTICA」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4年告示第1259号（R4.11.15指定） 令和4年告示第1259号（R4.11.15指定） 令和4年告示第1259号（R4.11.15指定） 令和4年告示第1259号（R4.11.15指定）

　次の写真を付して、「TOKYO
DEEPS　3dept MIX」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、「ゴメオ悶
蚋」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、「トコロテン」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、「ドラマティック
アナル」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。

知事監視製品現在指定一覧
NO.178

令和4年告示第1259号（R4.11.15指定） 令和4年告示第1259号（R4.11.15指定） 令和4年告示第1259号（R4.11.15指定） 令和4年告示第1259号（R4.11.15指定）

　次の写真に示すとおり、「トランス
汁獣」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、「ハッシュバ
グ」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。

　次の写真に示すとおり、「メスイキ
狂獣」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、「狂乱スプ
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。

令和4年告示第1259号（R4.11.15指定） 令和4年告示第1259号（R4.11.15指定） 令和4年告示第1259号（R4.11.15指定） 令和4年告示第1259号（R4.11.15指定）

　次の写真に示すとおり、「極鬼ア
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、「悶姦ア
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、「野獣エク
スタシー」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、
「EXTREME HEAVEN」と表示のあ
る製品であって、その内容物が粉末
のもの。

令和4年告示第1259号（R4.11.15指定） 令和4年告示第1259号（R4.11.15指定） 令和4年告示第1259号（R4.11.15指定） 令和4年告示第1259号（R4.11.15指定）

　次の写真を付して、「Fem
Booster」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、「Sexual Juice」
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、
「SPERMAN」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、「えろ姫さ
ま」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4年告示第1259号（R4.11.15指定） 令和4年告示第1259号（R4.11.15指定） 令和4年告示第1259号（R4.11.15指定） 令和4年告示第1259号（R4.11.15指定）

　次の写真を付して、「Love Battle」
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。

　次の写真を付して、「えろ香玉」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。

　次の写真を付して、「ACME MAXIM」
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、「Fly magical
edition」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。

知事監視製品現在指定一覧
NO.179

令和4年告示第1259号（R4.11.15指定） 令和4年告示第1259号（R4.11.15指定） 令和4年告示第1259号（R4.11.15指定）

　次の写真を付して、「OBLIVION G
FORCE」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。

　次の写真に示すとおり、「THE ROCK」
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、「蛸壺」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。


