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Considered to be one of the most beautiful atolls in 
Polynesia Tikehau is a graceful oval crown of small islets, 
with an interior lagoon 16 miles across and a pass for small 
boats through the coral reef.

The Tikehau Pearl Beach Resort is a Pearl to discover in the 
Tuamotu islands. The resort welcomes guests to this 4 
hectare tropical paradise. 

Located on a secluded pink sandy beach fringed with 
coconut trees, the Tikehau Pearl Beach Resort offers 1 
Beach Villa with pool, 12 beach bungalows with air 
conditioning and 24 overwater bungalows and suites. All 
bungalows, designed in true Polynesian style, are very 
spacious (55m²) and are equipped with a fan, mini bar, 
coffee / tea making facilities, direct dial phone, safe, 
television and private verandah. The overwater bungalows 
include a glass section of the floor from which you can enjoy 
the spectacular underwater life of the lagoon.

The bar and restaurant located poolside provide an idyllic 
setting to observe the shimmering stars in the sky. 

Many excursions and activities are available to enhance this 
heavenly location: snorkeling, canoes and kayaks, sunset 
cruises, picnics, visit of the village by bicycle, Blue Nui by 
Top Dive scuba diving Center.

Fare Manea Spa invites you to experience the rich massage 
tradition of Polynesia thanks to the best certified 100% 
natural products.

Discover the exceptional blend of an exclusive hideaway, 
elegant informality and Polynesian hospitality at the Tikehau 
Pearl Beach Resort.

ツアモツ諸島のまさに「真珠」、ポリネシアで最も美しい環
礁の1つと言われるティケハウ。全長26kmのラグーンに浮
かぶ4ヘクタールの、小船が通れるほどの小さなパスを持
つモツ(小島)に、「ティケハウ・パール・ビーチ・リゾート」が

ございます。手付かずの自然が残る島々とあいまってそれ
はまるで、地上の楽園のよう。

ヤシの原生林の中とピンクの砂のビーチに囲まれた「ティ
ケハウ・パール・ビーチ・リゾート」は、ビーチヴィラ(1室)と
12室のビーチ・バンガロー＇エアコン装備付（、そして24室

の水上バンガローとスイートで構成されています。ポリネシ
ア様式で建てられた広々とした各バンガローには、シーリン
グファン、ミニバー、コーヒー＆紅茶のセット、直通電話、
セーフティボックス、テレビとプライベートテラスがございま
す。水上バンガローでは、客室内から水中の魚をご覧頂け
るよう、床の一部がガラスになっています。

バーとレストランはプールサイドにあり、きらめく星空も堪能
して頂けます。また、シュノーケリング、カヌー、カヤック、サ
ンセットクルーズ、ピクニック、自転車での村の散策、ティケ
ハウ「ブルーヌイ」ダイビングセンターなど、ティケハウ島を
ご満喫いただけるツアーやアクティビティを各種用意してお
ります。

マネア・スパでは、天然成分を100％使用したトリートメント
によるポリネシアの伝統的なマッサージを。

隠れ家での優雅なひとときとポリネシア流のおもてなしを、
どうぞ「ティケハウ・パール・ビーチ・リゾート」にてご堪能く
ださい
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