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ポナンの保有船舶は客船として最も充実した医療設備を備えており、クル
ーズ業界の一つの指標となっています。弊社は長年にわたり医療分野を
はじめ、安全、環境など、あらゆる面で最先端の技術を船舶に搭載するた
めに多大な投資を行ってきました。
コロナ禍という未曽有の危機に際し、弊社スタッフと乗組員は高いプロ意
識を持って、これらの取り組みをさらに推進し、クルーズにおける安全衛生
プロトコルの強化を行いました。ポナンの保有船舶が比較的小型(平均で
100室)であることも、より厳密で安全性の高い新たなプロトコルを、素早
く実現することができた理由の1つです。
お客様と乗組員の安全を確保するため、船内での感染予防に必要なあら
ゆる対策を実施します。主な対策として、乗船されるすべてのお客様と乗
組員へのワクチン接種を義務付けています。また、乗船時のメディカルチェ
ックとお荷物の除菌を行い、クルーズ期間中の感染予防対策を徹底します。
医療の進歩や感染状況などによって変化する各国の対応や運航条件に
円滑に対応し、安心・安全な運航体制を確立するために、安全衛生プロト
コルは常に最適化していきます。
これらの取り組みによって、ご乗船いただくお客様に安心・安全で快適な
クルーズライフをお約束いたします。
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安心・安全な航海のために
安全衛生に関するポナンの指針

リスクを最小限に抑える小型船
小型客船でのクルーズは、出航時、移動中ともに外部との接触リスクを最小限に抑える
ことが可能です。
乗船時にはすべてのお客様と乗組員が1ヶ所のギャングウェイを通りチェックポイント
を通過します。手荷物や食品、その他の物品も、厳しいチェックの対象となります。船が
小型だからこそ、明確な導線が確保でき、効果的な感染症対策を行うことが可能です。

ポナンが追求してきた安心・安全なクルーズ
•	 創業以来、弊社は小型船でしか訪れることができない、世界でも特に厳しい自然環
境で知られる地域を旅先としてきました。それらの経験から、さまざまなリスクを理解
し、対処することができます。乗船されるお客様の安全を確保するために、多くの人
的、医療的資源を配備しています。

•	 弊社のチームは各国や国際機関と綿密に連携を図り、訪問先からの適切な許認可
を受けてクルーズを運航しています。

•	 弊社の保有船舶は世界で最も高い安全基準で運行しており、クルーズ業界において
最も包括的な、最新の医療設備を備えています。また、安全および環境面で必要とさ
れる基準を常に遵守しています。
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ポナンの安全衛生プロトコルについて
目標

船内を「新型コロナウイルス対応エリア」とし、その環境を維持すること

アプローチ
•	 技術的、人的、物質的なあらゆる手段を統合し、最大限の感染予防を行います。
•	「乗船時のスクリーニングの徹底」と「消毒の徹底」という二重の対策によって、クル
ーズ中の感染予防対策を徹底します。

•	 クルーズ中のウイルス感染防止と早期発見のために、船内にて定期的な対策を実施し
ます。

•	 本船の運航が可能であることを常にモニタリングします。

専門性

•	 医療専門家や医療チーム、船内診療室に設置された機材など、医療資源と専門知識
を有しています。

•	 2020年1月から実施している安全衛生プロトコルの継続と、状況に合わせたアップデ
ートを行います。

•	 試験・検査・認証（TIC:	Testing,	Inspection,	and	Certification）のグローバルリーダー
であるビューロベリタスやマルセイユ消防隊、海軍、その他感染症専門家など、世界
最高峰の専門家と連携しています。

３つの盾
•	 乗船時のスクリーニング
•	 徹底した安全衛生プロトコルの実施
•	 日々の状況確認とモニタリングによる衛生管理

６つのキーポイント
•	 船内診療室と専門性の高い医療チーム
•	 商品、搬入物への厳格に管理された手順
•	 船内全域における継続的、システム化された清掃と消毒の実施
•	 清浄な空気循環の徹底管理
•	 船内でのアクティビティとパブリックエリアの利用方法の管理
•	 安全衛生プロトコルに準じた上陸行動

新型コロナウイルス対応

「新型コロナウイルス対応エリア」とは、乗客と乗組員を守るために適切なレベルのリスク軽減を図るため、
ポナン独自のプロトコルが適用されるエリアのことです。
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「新型コロナウイルス対応エリア」 
における3つの盾
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1

乗船条件

乗船前に
すべてのお客様の乗船までの旅程を把握し、新型コロナウイルス感染防止対策にのっ
とった乗船、安全衛生プロトコルの順守をお願いしています。

•	 すべてのお客様のワクチン接種の義務化。
•	 安全衛生プロトコルにのっとった経路での乗船。
•	 乗船前のメディカルチェックイン、船医による問診の実施、健康宣言書の受理。
•	 乗船前のPCR検査、スクリーニング検査、乗船後の健康チェック、健康管理。
•	 個人荷物の消毒の実施。
•	 検温の実施。

すべての荷物、搬入物は、消毒ミストまたはUVランプによる消毒ゾーンを通過させます。

健康プロトコルに関してのよくあるご質問をご覧いただけます（英語版）
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2

「新型コロナウイルス対応エリア」の保護

安全衛生プロトコルは乗船するお客様と乗組員すべてに適用されます。
船内のあらゆるエリアがその対象です。	

•	 サージカルマスクを含む感染予防の備品一式の提供。
•	 すべての場所でのソーシャルディスタンス**の確保。
•	 船内および陸上でのマスク着用の推奨。***
•	 お客様に接する乗組員のマスク着用。
•	 安全衛生プロトコルに従った清掃の強化と、殺菌効果が確認された製品の使用。
•	 空気の循環と衛生管理の徹底。(ページ15へ)
•	 ギャングウェイ、レストラン入口などへの自動体温測定器の設置。
•	 医療的判断に基づく船内でのPCRおよび抗原検査の実施。

**	ソーシャルディスタンスは、運行する地域の衛生規則に従って調整されます。
***	上陸中のマスクの着用は地元当局の指示に基づきます。

「新型コロナウイルス対応エリア」とは、乗客と乗組員を守るために適切なレベルのリスク軽減を図るため、
ポナン独自のプロトコルが適用されるエリアのことです。	
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3

新型コロナウイルス対応エリアのモニタリング

健康状態の把握

•	 本社医療チームと本船の医師・看護師の連携による、日々の医療管理。
•	 船内診療室による日々のモニタリングと診断（ページ12）
•	 必要に応じ、海洋医療センター、マルセイユ消防隊などの専門機関による介入と助
言が迅速に入る体制づくり。

•	 フランスおよび国際的な機関が発表した勧告の遵守:CIC(省庁間危機管理センタ
ー)EU	 HEALTHY	 GATEWAYS(欧州保健当局)、WHO(世界保健機関)、保健省、観光
局、CLIA(クルーズライン国際協会)など。

•	 マルセイユ消防隊のNBCR(核、細菌、化学、放射能)対策専門部隊との緊密な連携。
•	 欧州当局による無作為監査。

「新型コロナウイルス対応エリア」とは、乗客と乗組員を守るために適切なレベルのリスク軽減を図るため、
ポナン独自のプロトコルが適用されるエリアのことです。	
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安全衛生プロトコルの
６つのキーポイント

新型コロナウイルス対応
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1	|	船内診療室

最低でも1名の医師と1名の看護師が乗船しています
•	リスク管理と安全衛生プロトコル実施の訓練を受けています。
•	 24時間、週7日対応可能な体制です。
•	 特に南極クルーズのシーズン中は、必要に応じていつでもスタッフの増員が可能です。

最新機器を設置しています
•	 酸素供給および呼吸補助装置を設置しています。
•	 隔離された環境で迅速な診断を行うための医療機器として、専用のモバイル端末を
設置しています。これにより、インフルエンザ、連鎖球菌性咽頭炎、デング熱、マラリ
ア、HIV、消化器感染症などの感染症の現場での検査を可能にします。

•	 船内には高度な診断機器を設置しており、超音波、放射線および血液生物学的分
析、心臓病（梗塞、塞栓症、心不全、リズム障害など）、呼吸器、消化器、整形外科的外
傷、創傷縫合、抗凝固療法、糖尿病の診断を可能にします。

新型コロナウイルス対策用に医薬品とPCR検査装置を設置しており、PCR検査装置
は、症例が疑われる場合の診断や状況調査に使用されます。同時に、船内には乗船中
のお客様全員を検査するのに十分な抗原検査キットが備わっています(費用はお客様負
担)。感染発生を想定して、定期的な船内トレーニングとシミュレーションを実施し、緊急
事態に陥った場合には、医療避難計画が準備されています。また、隔離空間が必要とな
る場合に備え、常に5部屋を空室として確保しています。

24H
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2	|	食材と備品の搬入

すべての搬入物に対し対策を行います
•	 新型コロナウイルス感染対策を実施しているエリアを明確にします。
•	 消毒ミストまたは、UVランプによる除菌ゾーンを設置し、すべての搬入物を通過させます。
•	 食品と消耗品に対し、塩素系漂白剤や消毒液等による殺菌(消毒)を行います。

陸上および船内での物品の取り扱いにも徹底した感染対策を実施します
•	 安全衛生プロトコルに沿って搬入を許可する仕組みを徹底します。
•	 外部の業者との接触は行いません。
•	 船と港の間に適切な「新型コロナウイルス対応エリア」を構築します。
•	 必要に応じてマスク、手袋、防護服を着用します。
•	ソーシャルディスタンス*を確保します。
•	システム化された除菌体制を構築し、徹底的に管理します。

*ソーシャルディスタンスは、運行する地域の衛生規則に従って調整されます。

「新型コロナウイルス対応エリア」とは、乗客と乗組員を守るために適切なレベルのリスク軽減を図るため、
ポナン独自のプロトコルが適用されるエリアのことです。		
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3	|	清掃と消毒の実施

最も効果的な殺ウイルス剤である「EcolabPEROXIDE」を使用し、システ
ム化された洗浄を各所で行います
•	 客室は1日2回清掃します。
•	 パブリックエリアは毎日清掃します。
•	 頻繁に利用される場所（ドアのノブ、手すり、一部の家具）は1時間ごとに清掃します。
•	 ゾディアックボートは利用するたびに清掃します。
•	 ゾディアックボートなどで上陸地から船に戻る際、靴底の消毒を行います。
•	 ウォータースポーツ用品は利用するたびに清掃、消毒を行います。
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4	|	換気

100%

換気と空気の循環の管理を徹底します
•	 客室は100％外気換気しています。（空気の再循環は行いません）
•	 パブリックエリアは最低1時間に5回換気します。
•	 UV滅菌システムを装備した換気処理ユニットを使用し、ウイルスを除去します。
•	クリーンエアダクトシステムと換気ユニットの継続的なメンテナンスを実施します。
•	 エアコンフィルターの清掃と消毒を1クルーズに1回以上実施します。
•	 換気ダクトにウイルス汚染の懸念が生じた場合には、該当する換気ダクトを船内空
調システムから切り離し、殺菌作業を行います。

•	 外気を取り込むことでのエアロゾル感染の懸念がある場合には、必要に応じて外気
を換気システムから遮断します。

•	 必要に応じて、換気システムの一部の切り離し、あるいは差圧を調整します。
•	 換気した空気の湿度を調整します。
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5	|	船内アクティビティと
パブリックエリア

ソーシャルディスタンスの確保
•	 フィットネスエリア、レストラン、シアターの利用定員を制限します。
•	 ブティックの使用は最大2名までに制限します。
•	 シアターでのエンターテイメントは少人数グループに分散して行います。
•	 レストランのレイアウトを変更します。
•	 朝食、昼食の営業時間を延長します。
•	 夕食は乗客総数に応じて1回、または2回着席制で提供します。
•	 プールデッキのレストランは営業する場合のみ予約制とします。
•	 ゾディアックボートの利用は、1隻の乗客上限を10名とします。

船内サービス
•	 感染予防に必要な制限を設けた上で、サービス付きケータリングおよびビュッフェを
提供します。

•	 各スペースのレイアウトを見直します。
•	 スパのトリートメントのサービス内容を変更し、美容師は手袋とマスクを着用して施
術します。

乗船管理
•	 船内と陸上の接点を厳重に管理します。
•	 事前の健康診断やスクリーニングを行い、安全衛生プロトコルに沿わない場合には
ご乗船いただけません。
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6	|	上陸行動

新型コロナウイルス対応エリアは、船内だけでなく、船を離れてから上陸するまでに使
用する移動手段も含みます。これらの移動手段についても、定期的な感染予防チェック
と消毒管理がなされます。

•	 お客様の健康と安全を守るため、都度施行されている指針(ガイドラインやプロトコル、
ルールなど)にのっとった適切なご案内をします。

•	 常に2メートルのソーシャルディスタンスの確保をお願いします。
•	 上陸中は、感染予防のため、他者に配慮ある行動をお願いします。
•	 船内および陸上ではマスクの着用を推奨します。*
•	 乗船時は検温に加え、お客様とお荷物の適切な除菌を行います。
•	 医療チームは常に上陸時の状況を把握しています。

船内で新型コロナウイルスの症状が見受けられた場合
•	 医療チームによる迅速な対応。
•	 船内診療室の医療機器を活用した診断、医療設備の整った場所での厳重な隔離。
•	 陸側医療サービスや本社との情報交換、折衝、指示。
•	 陽性が確認された場合、適切な処置を施したうえで地域の医療施設へ搬送。
•	 患者や他のお客様、乗組員へのリスクを考慮し、診断結果によって隔離期間を決定。
•	 リスクレベルが著しく上昇した場合は、より厳しい規則(マスク着用、検査、隔離)を適用。
•	 感染の可能性のある場所の徹底的な消毒の実施。

*	上陸中のマスクの着用は地元当局の指示に基づきます。

「新型コロナウイルス対応エリア」とは、乗客と乗組員を守るために適切なレベルのリスク軽減を図るため、
ポナン独自のプロトコルが適用されるエリアのことです。	
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最新情報はウェブサイトをご覧ください。（英語）	

安全衛生プロトコルのよくあるご質問をご覧いただけます。

https://fr.calameo.com/read/000132423a39f38f50497?authid=TqZVdP5hFUMG
https://en.ponant.com/covid-infos
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