クォーク・エクスペディションズ社

安心して探検クルーズをするめに（翻訳文）
過去 30 年間にわたり、クォーク・エクスペディションズ社にとって最優先事項の一つはお客様の健康と安全です。
クォーク社では新型コロナウイルス感染症（Covid-19）の対策として、お客様の安全に対する取り組みが強化されまし
た。そのため、医師、極地専門家、業界のリーダーからなる多機能タスクフォースを編成し、安心して極地探検クルーズ
をご案内できるよう、探検旅行業界でも最も包括的な安全衛生計画を策定しました。クォーク社では引き続きこの計画の
策定を進めていますが、健康と安全への取り組みの中核となる 4 つの柱をご紹介します。

クォーク社の健康と安全の 4 つの柱
１．清潔な探検船
クォーク社では、お客様が乗船する探検船が清潔で健康的な状態であることを保証します。

・クォーク社が運航する小型探検船では、199 名以上のお客様が乗ることはありません。実際に 110 名ほどの少
人数のご旅行も可能です。人数が少ないほどリスクが低くなります。
・クォーク社が運航する探検船は、感染防止のための国際的な認証を継続的に満たしています。
・クォーク社では、作業で使用するすべての消毒剤が適切な医療基準を満たしているか、またはそれ以上であること
の確認、見直しを行っています。またリスクの高いエリアの消毒頻度を増やします。
・クォーク社は規律ある運用手順の文化が根付いているため、清掃、消毒、除菌の手順を実施しています。
・感染拡大の可能性を減らすために、感染症発生防止マニュアルを見直しています。

２．衛生的なスタッフ
クォーク社ではスタッフと乗組員が探検クルーズ中の健康を維持できるよう、あらゆるサポートを行います。

・クォーク社は、業界内で最も高度な訓練を受けたガイドチームを擁していると考えています。すべての新しい健康
対策を完全に理解するためにチームの訓練が強化されています。
・スタッフと乗組員は、クォーク社の探検クルーズに参加する前に、旅行の履歴と健康診断書を提出し医療チェック
を受けます。スタッフと乗組員の毎日の健康チェックを正式に実施します。
・私たちのチームは、必要な個人用防護具（PPE）の適切な組み合わせを調査しており、スタッフ、乗組員、お客様
が必要に応じて個人用防護具 PPE を利用できるようにします。

３．健康な同乗者
クォーク社では同乗者が探検クルーズ中の健康を維持できるよう、あらゆるサポートを行います。

・クォーク社は、2019～20 年シーズンにお客様のために伝染病の事前スクリーニング対策を実施した最も早い探
検会社の 1 つでした。当社の探検クルーズで新型コロナウイルスの発生はありませんでした。これらの事前スク
リーニング対策は、今後実施する最低限の基準となります。
・お客様は、クォーク社の探検クルーズに参加する前に、医療チェックのために旅行履歴と健康アンケートを提出し
て頂きます。
・毎日の健康チェックを正式に実施することで、お客様の健康上の懸念事項が積極的に対処および監視されるように
なります。
・現在、地元のホテルや航空会社、保健当局と協力して、安全に直接移動できるかどうかを確認しています。
・また、地元の空港、港湾、保健当局と協力して、乗船と下船の手順を安全に簡素化できるかどうかを確認していま
す。

４．健康的な探検旅行の環境
お客様の探検旅行の体験が健康的なものであることを保証するために、私たちはあらゆることをします。
・極地は地球上で最も人里離れた手つかずの自然のままの地域のひとつであり、健康的な環境での探検をご案内しま
す。
・すべての探検クルーズでは、定期的にお客様の健康報告が行われます。すべて探検クルーズには免許を取得してい
る 2 名の医師が同乗します。
・クォーク社のエクスペディション・ドクターのチームは、極地クルーズ中にお客様の安全を確保するために、医務
室の設備やその他の医療用品を慎重に精査しています。
・探検クルーズ中に必要が生じた場合のために、適切な数の隔離された客室を用意しています。この要件は定期的に
見直し、将来のクルーズに合わせて調整します。
・お客様が目的地に到着されてから出発されるまでの間、厳格化された健康要件に対応できるように、乗船前と下船
後の行程のすべての手順を見直ししています。
・また、お客様間の物理的なスペースを最大限に確保するために、観光日のすべての時間の見直しを行います。
さらに、船内の食事プランや船外活動の計画の変更も行われます。

Quark Expeditions’ Four Pillars of Health and Safety

Passenger health and safety have been number one priorities for Quark Expeditions for the past three
decades. The challenges prompted by Covid-19 have reinforced our commitment to guest safety.
Consequently, we have assembled a multi-functional task force of physicians, polar experts and industry
leaders to develop the most comprehensive health and safety plan in the expedition industry to provide
you with peace of mind when exploring the Polar Regions. While we continue to build out that plan, we’d
like to share with you the four pillars that form the core of our approach to health and safety.

Quark Expeditions’ Four Pillars of Health and Safety

Clean Expedition Ships
WE ENSURE YOUR EXPEDITION SHIP IS CLEAN AND HEALTHY.

・Quark Expeditions’ diverse fleet of small polar vessels means you’ll never embark on a journey with
more than 199 passengers. In fact, you could travel with a group as small as 110 guests. Fewer people
means lower risk.
・Our vessels will continue to meet international certifications for infection prevention.
・We are reviewing every disinfectant used in our processes to ensure that they meet or exceed relevant
healthcare standards, and we’ll increase the frequency of cleaning of high-risk areas.
・Our ingrained culture of disciplined operating procedures means that Quark Expeditions will enforce
cleaning, disinfecting and sanitizing procedures.
・We are revising our outbreak prevention manual to reduce any chance of transmission of infection.

Healthy Staff
EVERYTHING WE DO TO HELP ENSURE OUR STAFF AND CREW JOIN THE EXPEDITION HEALTHY AND
STAY HEALTHY.

・At Quark Expeditions, we believe we have the most highly trained team of guides in the industry. Their
training will be enhanced to ensure full understanding of all new health measures.
・Staff and crew will submit their travel history and health forms for medical review before they join an
expedition with Quark Expeditions.
・Formalized daily health checks of staff and crew.
・Our team is investigating the right mix of personal protective equipment (PPE) that is necessary, and we
will ensure that staff, crew and guests will have access to such PPE as required.

Healthy Fellow Passengers
EVERYTHING WE DO TO HELP ENSURE YOUR FELLOW PASSENGERS JOIN THE EXPEDITION
HEALTHY AND STAY HEALTHY

・In 2019/2020 Quark Expeditions was among the earliest expedition operators to implement epidemic
pre-screening measures for our passengers. Quark Expeditions did not incur ANY COVID outbreaks on
our voyages. These pre-screening measures will constitute the bare minimum of standards we will
implement moving forward.
・Passengers will submit travel history and health forms for medical review

before they join a voyage

with Quark Expeditions.
・Formalized daily health checks will ensure any passenger health concerns are actively addressed and
monitored.
・We’re currently working with local hotels and airlines as well as health authorities to confirm safe and
direct access.
・ We’re working with local airport, seaport and health authorities to confirm embarkation and
disembarkation protocols are streamlined and secure.

Healthy Expedition Environment
WE’LL DO EVERYTHING TO HELP ENSURE YOUR ENTIRE EXPEDITION EXPERIENCE IS A HEALTHY
ONE.

・The polar regions are among the most remote, pristine areas of the planet, providing you with a healthy
environment to explore.
・Regular guest health reporting will be implemented during all expeditions. Two licensed medical doctors
will join every expedition.
・Quark Expeditions’ team of expedition doctors are carefully reviewing the infirmary equipment and other
medical supplies that will ensure your safety while on your polar voyage.
・Appropriate number of isolation suites will be available should the need arise during an expedition; we’ll
review this requirement regularly and adjust future voyages accordingly.
・We’re reviewing every step of the pre- and post-expedition journey to ensure we accommodate the
enhanced health requirements from the moment you arrive at your destination until the moment you
depart.
・We’re reviewing every minute of the expedition day to maximize the physical space between passengers,
including reviewing changes to our meal service plans and to our off-ship activity planning.

