
　（平成３１年告示第９１号）
Ｎｏ．1

（１） （２） （３） （４）

　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。

　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。

（５） （６） （７） （８）

　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。

　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。

（９） （１０） （１１） （１２）

　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。

　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。

（１３） （１４） （１５） （１６）

　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。

　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。
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Ｎｏ．2

（１７） （１８） （１９） （２０）

　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。

　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。

（２１） （２２） （２３） （２４）

　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。

　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。

（２５） （２６） （２７） （２８）
　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、「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。

（２９） （３０） （３１） （３２）

　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、「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。

　（平成３１年告示第９１号）
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（３３） （３４） （３５） （３６）

　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、「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。

（３７） （３８） （３９） （４０）

　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、「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。

（４１） （４２） （４３） （４４）

　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。

　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。

（４５） （４６） （４７） （４８）

　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。

　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。

　（平成３１年告示第９１号）
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（４９） （５０） （５１） （５２）

　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。

　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。

（５３） （５４） （５５） （５６）

　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。

　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。

（５７） （５８） （５９） （６０）

　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。

　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。

（６１） （６２） （６３） （６４）

　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。

　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。

　（平成３１年告示第９１号）
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（６５） （６６） （６７） （６８）

　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。

　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。

（６９） （７０） （７１） （７２）

　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。

　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。

（７３） （７４） （７５） （７６）

　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。

　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。

（７７） （７８） （７９） （８０）

　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。

　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。

　（平成３１年告示第９１号）
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（８１） （８２） （８３） （８４）

　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。

　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。

（８５） （８６）

　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。

　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。

　（平成３１年告示第９１号）


