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（１） （２） （３） （４）

　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。

　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。

（５） （６） （７） （８）

　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。

　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。

（９） （１０） （１１） （１２）

　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。

　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。

（１３） （１４） （１５） （１６）

　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。

　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。
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（１７） （１８） （１９） （２０）
　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。

　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。

（２１） （２２） （２３） （２４）

　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。

　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。

（２５） （２６） （２７） （２８）

　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。

　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。

（２９） （３０） （３１） （３２）

　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。

　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。
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（３３） （３４） （３５） （３６）

　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。

　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。

（３７） （３８） （３９） （４０）

　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。

　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。

（４１） （４２） （４３） （４４）

　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。

　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。

（４５） （４６） （４７） （４８）

　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。

　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。
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（４９） （５０） （５１） （５２）

　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。

　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。

（５３） （５４） （５５） （５６）

　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。

　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。

（５７） （５８） （５９） （６０）

　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。

　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。

（６１） （６２） （６３） （６４）

　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。

　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。
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（６５） （６６） （６７） （６８）

　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。

　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。

（６９） （７０） （７１） （７２）

　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。

　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。

（７３） （７４） （７５） （７６）

　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。

　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。

（７７） （７８） （７９） （８０）

　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。

　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。
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（８１） （８２） （８３） （８４）

　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。

　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。

（８５） （８６） （８７） （８８）

　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。

　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。

（８９） （９０） （９１） （９２）

　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。

　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。

（９３） （９４） （９５）

　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。

　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。


