
Ｎｏ．1

（１） （２） （３） （４）

　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。

　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。

（５） （６） （７） （８）

　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。

　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。

（９） （１０） （１１） （１２）

　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。

　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。

（１３） （１４） （１５） （１６）

　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。

　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。
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（１７） （１８） （１９） （２０）

　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。

　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。

（２１） （２２） （２３） （２４）

　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。

　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。

（２５） （２６） （２７） （２８）

　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。

　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。

（２９） （３０） （３１） （３２）

　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。

　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。
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（３３） （３４） （３５） （３６）

　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。

　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。

（３７） （３８） （３９） （４０）

　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。

　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。

（４１） （４２） （４３） （４４）

　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。

　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。

（４５） （４６） （４７） （４８）

　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。

　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。
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（４９） （５０） （５１） （５２）

　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。

　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。

（５３） （５４） （５５） （５６）

　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。

　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。

（５７） （５８） （５９） （６０）

　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。

　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。

（６１） （６２） （６３） （６４）

　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。

　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。
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（６５）

　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。


