
澤田 裕二    

    

イベント・空間メディアプロデューサー   

株式会社 SD　代表取締役社長   

    
1957 年　東京生まれ   

1979 年　明治大学工学部建築学科卒   

 　有限会社 SD設計室入社   

1988 年　株式会社 SDへ改組と共に取締役   

1996 年　株式会社 SD代表取締役社長

都市施設   
　・二子玉川ライズ ×多摩美術大学地域連携　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 プロデューサー、コーディネーター
　　アートプロジェクト「タマリバーズ」（2011～現在）
　・二子玉川ライズコレクション（2011）  　　　　　　　　　　　　　　　　  プロデューサー
　・二子玉川ライズオープニングイベント (2011)  　　　　　　　　　　　　  プロデューサー
　・グランフロント大阪 ナレッジキャピタル「フューチャーライフショールーム」　　　 基本構想、基本計画
　・都市型現代アートセンター  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基本構想

博覧会・大型イベント   
　・第 35回全国都市緑化やまぐちフェア「山口ゆめ花博」　 2018 年 9月開催 　　　　 プロデューサー
　・東予東部地域振興イベント（愛媛県） 　　　　　　　 2019 年開催予定 　　　　 基本計画作成、アドバイザー
　・2020年ドバイ国際博覧会基本計画検討会 　　　 2017 年度 　　　　 委員
　・2025年日本万国博覧会（大阪）　　　　　　　　　　　  2017 年度 　　　　 大阪府・大阪市特別顧問
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 招致委員会有識者委員
   　　　　　　　　　　　　　　　 2016 年度 　　　　 2025 年国際博覧会検討会議委員（経済産業省）　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基本構想検討会議委員／理念・事業部会長 （大阪府）

主な仕事
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　・技能五輪国際大会 (2023 年大会 ) 　　　　　　　2017年度 　　　　　　　　誘致検討委員会委員 (厚生労働省 )
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　検討ワーキング委員 (厚生労働省・JAVADA)
　・TOKYO ART FLOW  00（2016 年）  　　　　　　　　　　　　　　　　計画推進ディレクター
　・第 29回日本医学会総会 2015 関西 （2015 年） 　　　学術講演、展示その他　　　組織委員会　計画推進ディレクター
　・医と健康フォーラム 2015関西（2015年） 　　　シンポジウム、市民イベント　　プロデューサー
　・2015年紀の国わかやま国体式典  　　　　　　　　　　　　　　　　基本計画
　・2012年全国植樹祭山口大会  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式典専門委員、式典プロデュース
　・水都大阪 2009  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チーフディレクター
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基本計画・実施計画策定
　・2007年ユニバーサル技能五輪国際大会  　　　　　　　　　　　　　　　　プロデューサー
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基本計画、実施計画策定
　・2005年日本国際博覧会 (愛知万博 )  　　　　　　　　　　　　　　　　博覧会協会 催事ディレクター
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　催事基本計画策定
　・山口きらら博（2001年 / 山口県）  　　　　　　　　　　　　　　　　プロデューサー、会場デザインディレクション
 ※ふるさとイベント大賞受賞  　　　　　　　　　　　　　　　　基本計画、実施計画策定
　・陝西省文華博（1998年 / 香川県）  　　　　　　　　　　　　　　　　統括ディレクター、会場計画、デザイン・設計
　・山陰・夢みなと博覧会 (1997 年 / 鳥取県 )  　　　　　　　　　　　　会場演出チーフディレクター　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会場計画、修景デザイン・設計
　・世界リゾート博（1994年 / 和歌山県）  　　　　　　　　　　　　　　　　会場計画、修景デザイン・設計

博覧会パビリオンその他   
　・2010台北国際花卉博覧会　夢想館  　　　　　　　　　　　　　　　　エクゼクティブアドバイザー
　・海のエジプト展  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会場デザイン
　・2008年サラゴサ国際博覧会　日本政府館  　　　　　　　　　　　　展示／広報・催事プロデュース
　　　　国際博覧会事務局の報奨制度による デザイン部門「金賞」受賞  展示基本・実施計画
　・2005年日本国際博覧会（愛知万博）  
　　　　 「埼玉県の日」  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プロデュース
　　　　 「新潟県の日」  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プロデュース
　・山口きらら博  
  「県出展パビリオン（10館）」       　　　　　　　　　　　　　　　　企画監修
  「山口銀行パビリオン」　(ジャパンエキスポ大賞受賞 )              プロデュース、演出計画
　・山陰・夢みなと博覧会  
  「地域交流館」                     　　　　　　　　　　　　　　　　プロデュース、展示企画･デザイン
  「ふるさとパーク」                 　　　　　　　　　　　　　　　　全体企画・デザイン
  「産業未来館」                     　　　　　　　　　　　　　　　　全体企画
  「運輸省パビリオン」               　　　　　　　　　　　　　　　　プロデュース、建築・展示企画デザイン　　　　　
　・世界リゾート博　　   　
　　　　 「テーマ館」  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ディレクション、展示企画・デザイン
  「わかやま館 (県・市町村出展 )」  　　            　　　　　　　　プロデュース、展示企画･デザイン
  「運輸省パビリオン」               　　　　　　　　　　　　　　　　プロデュース、展示企画･デザイン
  「大林組パビリオン」               　　　　　　　　　　　　　　　　プロデュース、展示企画･デザイン
　・サザンピア　　       　
　　　　 「IBMパビリオン」  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プロデュース、建築デザイン・展示デザイン
　・ぎふ中部未来博　 　
　　　    「IBMパビリオン」  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プロデュース、展示企画･デザイン　　
　・国際科学技術博覧会
　　　　 「健康スポーツ館　大塚製薬」  　　　　　　　　　　　　　　　　プロデュース、展示企画･デザイン
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展示館   
　・山口きらら博メモリアル施設（山口市 2011年）  　　　　　　　　　　　　 展示企画・デザイン・設計、映像企画・制作
　・出光創業史料館（門司）  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 展示企画・プロデュース
　・球泉洞森林館（熊本）  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 展示企画・デザイン
    

ショールーム   
　・コニカミノルタ アドバンスドレイヤーショールーム  　　　　　　　　 展示デザイン
　・デュポン　オートモーティブセンターショールーム  　　　　　　　　 展示システムデザイン・コンテンツプロデュース
　・北陸電力サービスステーション「エルフ富山」  　　　　　　　　　　　　 建築デザイン､インテリアデザイン・設計
　・北陸電力サービスステーション「エルフ福井」  　　　　　　　　　　　　 インテリアデザイン・設計
        

環境デザイン   
　・山口県きらら浜｢多目的スポーツゾーン｣  　　　　　　　　　　　　 ランドスケープ基本デザイン
　・国営ひたち海浜公園  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 サイン企画・デザイン・設計
    

テーマパーク   
　・NJVテーマパーク  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 企画デザイン
　・Kパーク  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 企画デザイン

展示会・プライベートフェア   
　・グランフロント大阪 ナレッジキャピタルトライアル（2009・2010）   クリエイティブディレクター
　・東京モーターショー「SUBARUブース (1981～2003.2009)」  　　　　 総合プロデュース
  　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　 ブースデザイン、演出計画
　・SUBARU海外展示ユニット    （2000～2001）  　　　　　　　　　　　　 企画、デザイン、設計
　・イトーキプレゼンテーション　(1987～2001）  　　　　　　　　　　　　 プロデュース、企画、デザイン、設計
　・大林組創立 100周年記念「大林テクノフェア」 　　　　　　　　　　　 　　　　 プロデュース、企画、デザイン、設計
　・日本ビクター　「JVCテクノフェア」  　　　　　　　　　　　　　　　　 プロデュース、企画、デザイン、設計
    

映像制作   
　・世界リゾート博  
 「わかやま館ドーム映像」（75㎜ ASTRO VISION)  　　　　　　　　 企画プロデュース、制作
  　   

その他   
　・国際日本文化研究センター 共同研究「万国博覧会と人間の歴史」  　　　　 共同研究員（２０１４年～現在まで）
　・イベント大賞  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 審査委員（２００６年～２０１１年）
　・山口県立大学国際文化学科組織経営運営論  　　　　　　　　　　　　 特別講師（2011年）
　・㈱ TOWイベントプランナーズスクール  　　　　　　　　　　　　　　　　 講師（2008年～ 2013年）
　・大手前大学メディア・芸術学部  　　　　　　　　　　　　　　　　 「広告メディア論」特別講師（2007年～2008年）
　・関西文化産業戦略調査 (2007 年 )  　　　　　　　　　　　　　　　　 専門委員
　・イベント学会　２００６年兵庫大会　　「耐災の日」イベント研究発表   企画・ディレクション、研究発表、パネラー
　・トヨタエコの森セミナー  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 「森の生活」パネラー（200４年）
　・トヨタエコの森セミナー  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 「コンセプト会議」（2004年）
　・山口大学経済学部  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｢ベンチャービジネス論Ⅰ」講師 (2001 年 )
　・鳥取県職員研修Ⅱ  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｢イベント企画と広報」講師 (1998 年～2000年 )
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