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0石川県薬物の濫用の防止に関する条例に基づく知事指
定薬物の指定 ( 同 ) 2 

刀て

石川県薬物の濫用の防止に関する条例(平成26年石川県条例第38号。以下「条例Jとしづ。)第 9条第 1項の規定

により、知事監視製品を次のとおり指定する。

平成28年 6月22日

石川県知事 谷 本 正 憲

1 知事監視製品を特定できる情報

(1) 次の写真に示すとおり、被包に IDIAMONDSpeed n Jと表示のある製品で、あって、その内容物が粉末のもの

(2) 次の写真に示すとおり、被包に IDIAMONDRush DIJと表示のある製品であって、その内容物が粉末のもの

(3) 次の写真に示すとおり、被包に IXXXEuforia DIJと表示のある製品で、あって、その内容物が粉末のもの

(4) 次の写真に示すとおり、容器に IK2YellowJと表示のある製品で、あって、その内容物が液体のもの

(5) 次の写真に示すとおり、容器に Ixpoiz Gamma n Jと表示のある製品で、あって、その内容物が液体のもの

(6) 次の写真に示すとおり、被包に IK2Black 1Jと表示のある製品で、あって、その内容物が植物片のもの

(7) 次の写真に示すとおり、被包に IColdStone QueenJと表示のある製品で、あって、その内容物が粉末のもの

(8) 次の写真に示すとおり、被包に IColdStone KingJ と表示のある製品であって、その内容物が粉末のもの

(9) 次の写真に示すとおり、被包に IColdStone Queen 2Jと表示のある製品で、あって、その内容物が粉末のもの

(1ω 次の写真に示すとおり、被包に IColdStone King 2Jと表示のある製品で、あって、その内容物が粉末のもの

(11) 次の写真に示すとおり、被包に IEnergyJと表示のある製品であって、その内容物が粉末のもの

(12) 次の写真に示すとおり、被包に ISEXBOMBER EXTRAJ と表示のある製品で、あって、その内容物が液体のもの

(13) 次の写真に示すとおり、被包に ISEXBOMBER XXJと表示のある製品で、あって、その内容物が液体のもの

(14) 次の写真に示すとおり、被包に ISEXBOMBER XXXJと表示のある製品であって、その内容物が液体のもの

(15) 次の写真に示すとおり、被包に ISEXBOMBER EXJと表示のある製品で、あって、その内容物が液体のもの

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

(1カ 次の写真に示すとおり、被包に ICOLORFULPartyJと表示のある製品で、あって、その内容物が液体のもの

(18) 次の写真に示すとおり、被包に Ieterni ty Jと表示のある製品で、あって、その内容物が液体のもの

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

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

(21) 次の写真に示すとおり、被包に INIGHTROUGEJと表示のある製品で、あって、その内容物が植物片のもの

凶 次の写真に示すとおり、被包に「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

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

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

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

閥次の写真に示すとおり、被包に ICALLGIRLJ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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間次の写真に示すとおり、被包に IJellyfishesJ と表示のある製品で、あって、その内容物が粉末のもの

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

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

倒次の写真に示すとおり 、被包に IICEBLACKJ と表示のある製品で、あって、その内容物が液体のもの。1)次の写真に示すとおり、被包に IICESTRONGJ と表示のある製品で、あって、その内容物が液体のもの

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

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

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

閥次の写真に示すとおり、被包に Iecstasy Jと表示のある製品でRあって、その内容物が植物片のもの

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

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

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

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

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

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

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

閥次の写真に示すとおり、被包に IK2Super 1Jと表示のある製品で、あって、その内容物が植物片のもの

(1次の写真Jは、省略し、その写真を石川県健康福祉部薬事衛生課及び県保健福祉センターに備え置いて縦覧に

供する。)

2 指定の理由

条例第2条第 1項第7号に掲げる薬物を含有するおそれがある製品で、あって、吸入等の方法により身体に使用さ

れるおそれがあるものであるため

3 施行期日

平成28年 6月23日

石川県告示第333号

石川県薬物の濫用の防止に関する条例(平成26年石川県条例第38号。以下 「条例Jとしづ 。)第15条第 1項の規定

により、知事指定薬物を次のとおり指定する。

平成28年 6月22日

石川県知事 谷 本 正 憲

1 知事指定薬物の名称

(1) 1一 (3，4ージメトキシフェニル) -2一 (メチルアミノ)プロパンー1ーオン及びその塩類

(2) 1 ベンチル N- (キノリン 8 イル) - 1 H インダゾール 3 カルボキサミド及びその塩類

(3) エチル=2一[1一 (5ーフルオロベンチル) -1 H一インダ、ゾールー3ーカルボキサミド] -3ーメチルブ、

タノアート及びその塩類

(4) メチル=2-[1- (4 フルオロベンジル) -1 H インドール 3 カルボキサミド] -3， 3 ジメチ

ルフ守タノアート及びその塩類

2 指定の理由

条例第 2条第 1項第 7号に掲げる薬物であって、県の区域内において濫用されるおそれがあり、かつ、幻覚等の

作用を有すると認められるものであるため

3 施行期日

平成28年6月23日
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