
コングでより楽しく安全に遊ぶためには、愛犬のライフステージや

噛む力（あるいは好みの硬さ）、あごの大きさに合ったコングを選ぶことがポイントです。

豊富な硬さやサイズから、愛犬にピッタリのコングを選びましょう。

コングの選び方

STEP1 硬さを選ぶ

ほとんどの成犬におすすめ
（永久歯へ生え変わり後）。

コング

サイズ：XS/S/M/Lサイズ：XS/S/M

子犬の甘噛み対策や、
乳歯の生え替わり時期に

パピーコング
あごの力が弱ってきたシニア犬や、

柔らかめが好きな成犬に

シニアコング

サイズ：S/M

特に噛む力が強い成犬や、
硬めが好きな成犬に

ブラックコング

サイズ：S/M/L/XL

［超小型犬向け］

XS
～2kg

56mm

φ56mm

［小型犬向け］

～9kg

S

φ44mm

71mm

［中型犬向け］

7～16kg

M

φ57mm

86mm

［大型犬向け］

17～30kg

L

φ70mm

102mm

［大型犬向け］

27kg～

XL

φ87mm

126mm

コングの硬さの目安柔らかめ 硬め

STEP2 サイズを選ぶ

愛犬の口にすっぽりと入らない、少し大きめのサイズを選ぶことがポイントです。

また、成長や好みに合わせてサイズと硬さを変えましょう。



追いかける！

食べる！

コングって何？
About KONG ?

たとえば、こんな時にコングがおすすめ
Dogs Need to Play
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子犬も成犬も、犬は遊ぶのが大好き！ コングは、噛んでも追いかけっこをしても
楽しい玩具です。さらに、コングの中にフードやおやつを入れれば、
知育玩具として、またトレーニングにも活用できます。コングでいっしょに遊んで、
いっしょにトレーニングすれば、愛犬との暮らしがもっとハッピーになるはず！

Chew
Toy

噛んで
楽しい

Stress
Reliever

ストレス
解消

Treat
Puzzle

知育玩具

Fetch
Toy

追いかけて
楽しい

Care &
Training

ケア・
トレーニング

どこにバウンドするか予測できないから、追いかけずにいられない！

好奇心旺盛なパピーは、色々な物を口で噛みながら確認したり、
歯の生え変わりに伴うムズムズ感を解消するために、

“噛みたい”気持ちでいっぱいです。
社会化トレーニングの中で噛んではいけない事を

教えるのは大切ですが、“噛んで良いもの”を教えることで
噛みたい気持ちを解消してあげましょう。

丈夫で長持ち！

噛みごたえもあって

良質な
天然ゴムだから

変えられます！

フードの詰め方で
難易度が

空洞になっており、その中にフードやおやつを詰めて使えます。

知力と体力を使ってフードを
“狩る”ことで、より高い満足感を
得ることができます。

追いかける！ 食べる！
問題行動の予防にも
コングが大活躍

愛犬がコングに
夢中になるヒミツ

+ =

子犬の歯固めや
 甘噛み対策に

 お留守番
トレーニングに

ボディタッチの
トレーニングに 

一人で静かに 
遊んで欲しいときに

パピーの“噛みたい”気持ちに

群れで過ごす習性のある犬にとって、家族が誰もいない
一人ぼっちのお留守番はとても寂しい時間です。
フードを詰めたコングでお留守番トレーニングを行えば、
飼い主さんがいなくなった不安のピークが高まる
最初の20-30分を楽しく過ごす事ができ、
お留守番を楽しい時間に変えられます。
お留守番が大好きになるかも！？

お留守番を楽しく

コングを使って、退屈な時間を
楽しい時間に変えてあげましょう！

♪



詰め口が狭くなっている上、内側にコング
独自の凹凸があるので、フードやおやつが
ひっかかりやすくなっています。

コングは良質な天然ゴム製なので丈夫で長持ち。
愛犬が噛んだりなめたりするのに安心です。 また洗って清潔に保てます。

内側の溝におやつや
ペーストなどを塗れば、
少ない量で
長時間遊べます。

「コング＝おいしい！」ということを覚えます！

小さなおやつをそのまま入れたり、
ペーストを内側に塗ってみよう！

初めてのコング

❷ハウスの中に入るとフードが入ったコングで 
　遊べるので、ハウス=楽しい所と学習します。

さわられることをいいことと結び付けるため、
フード入りコングをなめさせながらさわり
ます。健康チェックやケアに応用できます。

首輪は飼い始めから慣らすと、安全やしつ
けに役立ちます。ヒザの間にコングを挟め
ば首輪が着けやすい体勢になります。

ブラッシングなどのケアも子犬の時期に慣れ
させておきましょう。ヒザの間や、ケージの
網などにコングを挟むと楽に行えます。

コングをヒザや、クレートの扉の格子部分に
差し込み固定すれば両手が空くので足拭き
も楽チンです。

子犬が安心して休める場所としてハウスは大切です。ワクチン
接種などで病院に連れていくときや、万が一の災害時のため
にもハウストレーニングができていれば安心です。

コングにフードやおやつを詰めてみよう！
How to Use

家に来たその日からパピーコングで始めよう
KONG Solutions     

Step 1

さらにレベルアップ！

コングの口径と同じか、
少し大きなおやつを入れる！

慣れてきたらStep 2

Step 3 挑戦しがいのあるオリジナルコングレシピを
作ってみましょう。

いちばん奥に大好物を
詰めると効果的です！

色々なフードやおやつを
組み合わせてみましょう！

ハウストレーニング

体をさわる 首輪をつける

ブラッシング 足をふく
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ここからフードや
おやつをいれます

Check!!

コングは
知恵の輪！？

難易度はフードの“詰め方”しだい！

断面図
Check!!

ここがポイント！

涼しさとおいしさの
両方を楽しめます！

暑いときにはフードを
詰めて冷凍庫で凍らせる！

愛犬のレベルに合わせて難易度を変えて
あげてください！  15～20分で食べ終われる
レベルが目安です。

❶フードを入れたコングを使って誘います。

※ハウスに慣れるまでドアは閉めないでください。

知力と体力を使って取り出そうと奮闘します！

押しつぶせば
大きなフード
もOK!

15~20
minutes



一人で静かに遊ばせたいとき

宝探し

留守番

コングジギーズ

しつけとケアのための知育グッズです
KONG Solutions     

コング製品ラインナップ
Line Up     

コングバイツ コングワブラー

STEP2STEP1

スイート
ポテト味

ピーナッツ
バター味

チキン味 ミルク
クッキー味

レバー味 チーズ味 ヨーグルト味

ジギーズS ジギーズM／L

ペースト（エアゾール） チューブペースト

ひと手間で簡単に
詰められ、デンタル効果も！

外に出す長さによって
難易度も調整できます。

コングバイツ
チーズ味

コングバイツ
スイートポテト味

コングの
詰め口から
入れてみよう

楽
し
さ

プ
ラ
ス
！

コングワブラー

全犬種
知育玩具！

フードを少しずつ与えられる

転がしたり、
倒したりすると中に詰めたフードが少しずつ出てくるので、ワンちゃんに
ゆっくり食べさせることができます。

●

ワンちゃんの知育と運動不足解消に
●

中にフードが詰められる！

プラスチック製の起き
上がりこぼし型コング
です。中央部にフードが
出てくる穴があり、わん
ちゃんが鼻や前足を使っ
て転がしていると中の
フードが出てくるという
優れものです。
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しつけはもちろん、愛犬を静かにさせたい時や、おとなしくさせてケアをしたい時などに
コングは活躍します。また、留守番や一人で遊ばせたい時にもお勧めです。

コングにピッタリの専用トリーツ。好みにあわせて選べる4タイプがあります。
様々なフードやおやつを工夫して詰めて、30分位集中できるコングを作りましょう。

コングが転がって遠く
に行って動き回って
しまう場合は、ヒモを
付けて家具などに
固定する事で
大人しく遊べます。

Puppyfor

Puppyfor

『お留守番=コングで遊べる楽しい時間』
に変えましょう。集中している間に静かに外出する
方がさびしさを感じにくい愛犬もいます。

雨の日などお散歩に行けない日はフードを詰めた
コングを探す『宝探しゲーム』で、知力と体力を使う
ことでストレスを発散させてあげましょう。

最初は家具のかげや部屋の隅に。
慣れてきたらタオルなどで隠す
ことで難易度を上げられます。

かまえないときのため、一人遊びに慣れ
させます。コングなら、あきずにかんだ
りなめたりできます。

成長に合わせて子犬の目の届く範囲か
らいなくなる時間を伸ばして慣らせます。
コングに集中している間にそっとそばを
離れます。ハウスに目隠しの布をかける
のも効果的です。




