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醸造所からホテルへ: オッティリアホテルが受け継ぐ
カールスバーグの精神

Brøchner Hotelsが運営するオッティリアホテルは、コペ
ンハーゲンのカールスバーグの旧市街地に位置し、かつ
てはカールスバーグビール醸造所のモルトや穀物を収蔵
するサイロとして使用されていた、歴史的建造物です。
2019年に行われたホテル改修での課題は、当時の醸造
設備の多くをインテリアデザインや空間のレイアウトとし
て取り入れ、醸造所時代の独自の雰囲気と建築を維持し
ながら、リノベーションすることでした。ホテルには155部
屋の客室、フィットネスセンター、屋上のバーとレストラン、
さまざまな規模の会議室、旧サイロ内部に位置するロビ
ーがあります。ホテル内の大規模空間の1つであるホー
ルには、天井の高さが20メートルもあるラウンジエリアが
あり、工場の重厚な雰囲気を楽しむことができます。ここ
では、毎週木曜日にさまざまなDJイベントやライブが開
催されています。

「私たちにとって、品質こそがすべての中心です。それは
デザインやインテリア、バーや朝食のメニュー、そして、そ
こで流れる音楽に至るまで、お客様に提供するすべての
サービスにおいてです。Brøchner Hotelsが目指すもの
は、素晴らしい体験を提供することです。1泊のご滞在
でも、私たちにとってはただの1泊ではないのです」と
Brøchner Hotelsのマーケティング＆コミュニケーショ

ンの責任者、マヤ・ウィッタ・アンダーセン氏は言いま
す。「私たちは、常に期待以上の体験を提供できるよう、
コンセプトが明確な空間作りとゲストの体験の向上に
積極的に取り組んでいます。そうした観点からみると、
中心的な役割を担うのは音楽なのです。それは、私た
ちが創造するムードや、ゲストが感じる雰囲気を左右す
るものだからです」

「Brøchner Hotelsは国内外からの旅行客が利用する
ホテルと提携していますが、この観点からも、音楽と品
質が果たす役割は重要です」とアンダーセン氏は付け
加えます。「活気のあるホテルには、雰囲気を創造する
音楽が必要です。音楽はホテルでの体験を充実したも
のにしてくれるのです。ゲストのマインドセットに合わせ
て雰囲気を演出するために、音楽の表現も変えてい
ます。こうすることで、居心地のよい静かな朝や夕方の
楽しい雰囲気、ライブコンサートの興奮、インスピレーシ
ョンを与えるレクチャーや特別なイベントなど、さまざ
まな空間を創り出すことができるのです」
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Bose ProfessionalのパートナーであるAuditive 
Network社は、Bose Professionalのさまざまな製品
を活用して、同ホテルの特別な設置要件を満たす、包
括的なサウンドシステムを提供しました。オッティリア
ホテルのサウンドシステムは、5つのフロアすべてに配
置されたFreeSpaceスピーカーをPowerMatchアン
プとControlSpace EX-1280Cデジタルシグナルプ
ロセッサーで制御する複合的なシステムです。このシ
ステムは17の異なるゾーンに分割されており、各ゾー
ンで音量を個別にコントロールできるようになって
います。

ホテルに滞在するゲストに、記憶に残るサウンド体験を
提供したいとホテルは考えており、ホテルごとに独自
のプレイリストを用意し、ライブセッションを週に1度開
催しています。こうしたユニークなニーズを満たすに
は、インテリアに溶け込む卓越したオーディオソリュー
ションが必要でした。作業を担当したAuditive 
Network社は、ホールのライブサウンドエリアに最適
なカバレージを実現するため、RoomMatch Utility 
RMU105/RMU108露出型スピーカーと、MB210サブ
ウーファーで構成されるシステムを設計しました。
 
「お客様が優れたサウンドの重要性を理解していること
は、ほとんどありません。しかし、今回のお客様はその重
要性を理解していたので、彼らと共に仕事ができたこと
は私たちにとっても非常に大きな喜びでした」と、
Auditive Network社プロジェクトマネージャー、ジェ
イコブ・デ・ウィッティヒ氏は述べています。「オッティ

リアホテルは、デザイン、優れた音響、厳選された製品
によって、ゲストに厳選したオーディオ体験を実現でき
た優れた例です。私たちはデザイナー達と緊密に連携
することで、サウンドクオリティに妥協することなく、全
体のスタイルや外観を維持することができました」
 
さらにデ・ウィティッヒ氏は、適切な製品を選択するこ
とが最終的な結果に大きく影響すると語ります。「ホー
ルでは、RoomMatch RMU 105/RMU108スピーカー
システムに加え、MB210サブウーファーをステレオで2
台配置する重要性を指摘しました。サブウーファーは特
製の木製ベンチに格納し、理想的な位置に配置しまし
た。こうすることで、部屋のスタイルや外観を妥協する
必要がなくなりました。システムは、ライブコンサートだ
けでなく、DJセットでも極めて高い性能を発揮してい
ます」

ロビーバーではFreeSpace DS40天井埋込型スピー
カーでBGMを再生。コペンハーゲンを見渡せる屋上の
テラスには、FreeSpace DS100/DS40/FS360Pスピ
ーカーとMB12 WRサブウーファーを組み合わせて設
置しています。

各会議室は、プレゼンテーションの中継からチームの
電話会議にいたるまで、幅広いニーズに応じて分割・
統合ができるようになっており、ControlSpace 
EX-1280Cプロセッサーですべての空間で必要な信
号処理を提供しています。最も大規模な会議室には、
MA12とMB210サブウーファーが設置されており、
分割された小型の部屋にはEdgeMaxとFreeSpace 
DS40を組み合わせて設置しています。

オッティリアホテルは、ゲストが居心地のよい雰囲気で
くつろいだりノートパソコンで仕事をしたりすることの
できるラウンジエリアを備えています。ここでは
FreeSpace DS40スピーカーでホテルを象徴するプ
レイリストが再生されています。それ以外の共用エリア
全体ではサウンドゾーンを分割。さまざまなシーンや
特別なイベントに合わせて、ホテルのエリアごとに異
なる音楽を再生することができます。

「EdgeMax EM180スピーカーには本当に驚きました。
このスピーカーは、デザインとテクノロジーが強力に、
そしてエレガントに調和した製品です」とデ・ウィティ
ッヒ氏。「45 Hz～20 kHzという驚くべき周波数レンジ
により、タイトな低域から、解像度の高い中域、そして豊
かでクリスピーな高域にわたるフルスペクトラムの体
験を実現します。ボーズの多彩な製品のおかげで、オ
ッティリアホテルの複雑な要件を満たすことができま
した」

魅力ある独自のソリューションを提供
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システムのコンポーネント

ControlSpace EX-1280C conferencing 
processor x4台

EdgeMax EM180
flush-mount loudspeakers x8台

FreeSpace DS 40F
flush-mount loudspeaker x18台

FreeSpace DS 40SE
surface-mount loudspeaker x115台 

FreeSpace DS 100SE
surface-mount loudspeaker x5台

FreeSpace 360P
environmental loudspeaker x4台

RoomMatch Utility RMU105 
ultra-compact surface-mount 
loudspeakers x8台

RoomMatch Utility RMU108 
small-format surface-mount 
loudspeakers x2台

MB12 WR subwoofer x2台

MB210 compact subwoofer x4台

Panaray MA12 slim line loudspeaker x 4台

PowerMatch PM8500N configurable 
power amplifier with Dante x 7台

PowerMatch PM8250N configurable 
power amplifier with Dante x 2台

FreeSpace FS3B surface-mount satellite 
loudspeakers x 2台

ControlSpace CC-64 wall-mounted 
networked controller x 9台

ControlSpace CC-16 wall-mounted zone 
controller x 6台

https://pro.bose.com/en_us/products/signal_processing_and_networking/controlspace_ex/cs_ex_1280c.html
https://pro.bose.com/en_us/products/loudspeakers/background_foreground/edgemax/edgemax_em180.html
https://pro.bose.com/en_us/products/loudspeakers/background_foreground/FreeSpace_background/fs_ds_40_f.html
https://pro.bose.com/en_us/products/loudspeakers/background_foreground/FreeSpace_background/fs_ds_100_se.html
https://pro.bose.com/en_us/products/loudspeakers/background_foreground/FreeSpace_background/fs_ds_100_se.html
https://pro.bose.com/en_us/products/loudspeakers/speciality/fs_360_p_ii.html
https://pro.bose.com/en_us/products/loudspeakers/point_source_sound_reinforcement/roommatch_utility/rm_utility_105.html%23v=rm_utility_105_black
https://pro.bose.com/en_us/products/loudspeakers/point_source_sound_reinforcement/roommatch_utility/rm_utility_108.html%23v=rm_utility_108_black
https://pro.bose.com/en_us/products/loudspeakers/point_source_sound_reinforcement/subwoofers/mb_12_wr.html%23v=mb_12_wr_black
https://pro.bose.com/en_us/products/loudspeakers/point_source_sound_reinforcement/subwoofers/mb_210.html
https://pro.bose.com/en_us/products/loudspeakers/column_line_array/panaray_ma_12.html
https://pro.bose.com/en_us/products/amplifiers/powermatch/pm_8500_pm_8500n_amplifier.html
https://pro.bose.com/en_us/products/amplifiers/powermatch/pm_8250_pm_8250n_amplifier.html
https://pro.bose.com/en_us/products/loudspeakers/background_foreground/FreeSpace_background/freeSpace-3-surface-mount-satellites.html
https://pro.bose.com/en_us/products/signal_processing_and_networking/networkable_dsp/networkable_dsp_accessories/cs_cc_64_acc.html
https://pro.bose.com/en_us/products/signal_processing_and_networking/networkable_dsp/networkable_dsp_accessories/cs_cc_16_acc.html
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Bose Professionalは、劇場、芸術センター、礼拝施

設、競技場、飲食店、学校、小売店舗、宿泊施設やオフ

ィスビルなど、世界中の様々な市場に高品質なサウン

ドを提供しています。

プロオーディオ業界のお客様にとって、アンプやスピ

ーカーが単なる製品以上のものであることを、私たち

は知っています。私たちボーズ製品の先には、お客様

のビジネスがあり、お客様の評判があり、暮らしが

ある。Bose Professionalの製品を購入するというこ

とは、世界中のBose Professionalチームによる手厚

いサポートを得るということと同意義です。ボーズは、

製品の購入は、パートナーシップの始まりだと考えて

います。




