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About KONG
コングって何？

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、追いかけずにはいられない！追いかける！

食べる！ 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。

良質な天然ゴムだから
噛みごたえもあって
丈夫で長持ち ！

フー ドの詰め方で
難易度が変えられ
ます！

愛犬がコン グに夢中になるヒミツ
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。+ =食べる！追いかける！
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Dogs Need to Play
たとえば、こんな時にコングがおすすめ

パピーの“噛みたい”気持ちに
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。

お留守番を楽しく
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
15-20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！？

問題行動の予防にもコングが大活躍
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！
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アメリカ製、天然ゴム100％

パピーコング
・ 子犬の甘噛みに
・ ソフトで噛みごたえのあ
 るタイプ
・ 育ち盛りの子犬におす
 すめ
・ 永久歯が生え揃ったら赤
 いコングに替えましょう
・ ＸＳ、Ｓ、Ｍの３サイズ
・ ブルーとピンクの2色

シニアコング
• 赤いコングとパピーコング
 の中間的なかたさ
・ 気性のやさしい成犬や
 シニア犬用
・ とくに歯や噛む力が弱っ
 てきたシニア犬に最適
・ SとMの2サイズ
・ パープルの1色

コング
• 平均的なかたさで汎
 用タイプのシリーズ
・ XS、S、M、Lの4サイズ
・ シンボルカラーの
 レッド

ブラックコング
• 噛む力がとくに強い
 犬用
・ ハードタイプで最も
 耐久性があるタイプ
・ S、M、L、XLの4サイズ
・ ブラックの1色

かたいやわらかい

MSXS L XL
27kg以上9kgまで 7～16kg 13～30kg2kgまで

How to Choose
コングの選び方

*上記コングの画像は、サイズを示すイメージです。
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混ぜる 詰める

密閉する 与える

コングへの詰め方

コングは知恵の輪!?
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。

ユニークなコングの使い方
暑いときは､フードを詰めたコングを冷凍庫で凍らせると､涼しさとおいしさの両方を楽
しめます。凍らせるときは中身がこぼれ出ないようにラップやビニール袋等で包むと便
利です。

コングの内部からフードがこぼれないよう、
ペーストで密閉しましょう。

How to Use
コングにおやつをつめてみよう！

JP_UserGuide_Revised_R0222F.indd   5JP_UserGuide_Revised_R0222F.indd   5 2/4/22   4:20 PM2/4/22   4:20 PM



6

KONG Helps Solve...
コングを使った7つの解決策

噛みぐせ
噛みぐせ予防のために
多くの犬は、何かを噛みたいという本能
をもっています。そのため、その本能の対
象がないと家の中のものを何でも噛むよ
うになってしまいます。噛みぐせの対策
には予防が必要です。コングを使って、困
った噛みぐせがつく前に噛んで良いもの
といけないものを教えましょう。

歯固め
痛みの緩和とイライラ解消
子犬には28本の乳歯があり、その歯が生
え変わるときに歯茎に痛みや疼きを感じ
ることがあります。柔らかなゴムを噛むこ
とで、歯の痛みや違和感を和らげてあげ
ることができます。パピーコングは、歯の
生え変わりや成長を促進しながら、正しく
噛む習慣をつけることにも役立ちます。

コングでは､愛犬に見られがちな問題行動を解決するための玩具を長年にわたり提案して
参りました。愛犬にとって､フードを詰めたコングを使うことに最初のうちはチャレンジが必
要となるかもしれません。しかし､コングを使ってむだに動き回る体力を遊びの楽しさに徐 
々に向けさせて､問題行動を軽減できるようサポートしてあげましょう。
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KONG Helps Solve...
コングを使った7つの解決策

お留守番
分離不安の解消に
犬は留守番を始めてから、最初の20分で
いわゆる分離不安を感じます。そこで、フ
ードを詰めたコングを用意して、不安が
ピークに達する頃にコングに夢中になれ
るよう準備をしてあげましょう。

退屈
退屈な時間を楽しく有意義に
犬は退屈になると何か楽しいことがない
かと探し回り、身近の物で遊ぼうとしま
す。多くの場合、これが問題行動と呼ば
れるものになってしまいます。コングへ
のフードの詰め方やレシピをちょっと工
夫することで（例えば、ドライフードとウェ
ットフードをミックスにするなど）、食事
の時間を意図的に延ばしてあげることも
一案です。

むだ吠え&掘りぐせ
典型的な問題行動の解決に
むだ吠えや掘りぐせは、概して退屈さや
恐怖心の現れによるものです。遊ぶ習慣
を身につけさせ、あり余るエネルギーを
発散してあげましょう。フードを詰めたコ
ングを使って、犬が動き回る体力を遊び
の楽しさに向けさせて、問題行動となる
習慣を軽減してあげましょう。

クレートトレーニング
クレートトレーニングはどうして必要?
クレートは犬にとって安心できる場とし
て、またハウストレーニングや災害避難
時にも役立ちます。トレーニングを開始
するときに、大好きなおやつを詰めたコ
ングを置くなどして、クレートに対してお
気に入りのイメージと結びつくようにし
てあげましょう。この方法を繰り返すこと
で、安心感を持ち始め、犬もそこを自分
の居場所として認識します。

体重管理
コングを使ってベストな体重を
体重は犬の健康を管理するうえで非常に
重要な数値です。統計上、アメリカでは飼
い犬の3割以上が肥満ないし肥り気味と
言われています。コングやワブラーを使
ってフードを与えれば、自然と長い時間
をかけた食事になることに加え、犬の狩
猟本能が刺激されることで快い満足感
が得られます。
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Line Up
コング製品ラインナップ
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。

ペースト（エアゾール） チューブペースト

コングジギーズ

コングバイツ コングワブラー

チキン味 ミルク
クッキ ー 味

レバ ー 味 ピ ー ナ ッツ
パタ ー 味

チ ー ズ味 ヨ ー グルト味 スイ ー ト
ポテト味

ジギーズＳ チキン味 ジギーズM/L チキン味

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

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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