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一登
俳優 タレント

経歴

氏 名

斎藤 一登（さいとう かずと）

生年月日

1984.5.29

血液型

A 型

出身地

埼玉県

趣 味

散歩・散策・神社巡り旅、競馬

特 技

和太鼓、長距離徒歩

資 格

英検2級、普通自動車免許

Ｔ：178 Ｂ：89 Ｗ：73 Ｈ：92 S: 26.5～27.5

TV

TBS 「マツコの知らない世界」 （提供資料映像 男 役）
WOWWOW 「銭湯童貞」 （岡本 役）
WOWWOW 「殺し屋アンナ」 （覆面殺人鬼 役）
WOWWOW 「TWO FACE-極秘潜入捜査官-」 （桐野雅人 役）
WOWWOW 「あぶない女刑事」 （新井秀一 役）
WOWWOW 「仁義スロッター冴子」 （杉原 役）
WOWWOW 「三千万で落札された女」 （八神龍一 役）
千葉テレビ 「深夜の用心棒」 （不良 役）
フジテレビ 金曜プレステージ 「黒の滑走路3」 （刑事 役）
NHK 「つるかめ助産院」 （ギャル男 役）
フジテレビ 「逃走中」 （ハンター 役）
日本テレビ 「クレオパトラな女たち」
TBS 「20年後の君へ」
フジテレビ 「最後の約束」
テレビ東京 「キューティーハニー the live」

映画

「星に願いを」 （ナンパ男 役 佐々木勝己 監督作品）
「LED X」 （サルマン 役 遲塚孝一 監督作品）
「流れ星が消えないうちに」 （ジャッジマン 役 柴山健次 監督作品）
「浄霊探偵」 （ジゴロ 役 都築宏明 監督作品）
「極道大戦争」 （学生 役 三池崇史 監督作品）
「牙狼〈GARO〉-GOLD STORM- 翔」 （ギャング 役 雨宮慶太 監督作品）
「徳川埋蔵金伝説 大発掘プロジェクト 2014 将軍家の暗号」
(作業員 役 遊山直奇 監督作品)
「ローカルボーイズ」 (ゴールキーパー 役 堀江慶 監督作品)

舞台

劇団 ばんぶるびぃ
「神在月」 （中目黒ウッディシアター）
「神無月」 （赤坂シアターV アカサカ）
「神在月 再演」 （中目黒ウッディシアター）
「白い疑惑」 （中目黒ウッディシアター）
「もうひとつの神無月」 （両国シアターΧ）

朗読劇 「メダカのコタロー」 （下北沢タウンホール）

株式会社

Dプロモーション

大阪本社 〒550-0015 大阪市西区南堀江1-15-11 WINビル8F TEL : 06-6556-7802 / FAX : 06-6556-7803
東京支社 〒106-0043 東京都港区麻布永坂町1番地 麻布パークサイドビル2Ｆ TEL : 03-6277-8785 / FAX : 03-6277-8628
Mail : info@d-promotion.com 担当：村井

Dpromotion

斎藤

PROFILE http://www.d-promotion.com/
Kazuto Saito
一登

経歴
DVDシネマ

「くノ一忍戦帖3 最後の戦い」 （影道 役 遊山直奇 監督作品）
「殺し屋エリカ」 （日浦雄一郎 役 旭正嗣 監督作品）
「ガール・ハンティンング/DEATH ZONE 2」
（ハンター髑髏 役 遊山直奇 監督作品）
「奇妙で奇怪な怪神話3」 (『コンタクトレンズ』 秀夫 役 遊山直奇 監督作品)
「くノ一忍戦帖2 赤い殺意」 （影道 役 遊山直奇 監督作品）
「シニモノ調査団」 （二木次郎 役 遊山直奇 監督作品）
「投稿闇映像17」 （『養女虐待』 遊山直奇 監督作品）
「くノ一忍戦帖」 （影道 役 遊山直奇 監督作品）
「本当にあった 投稿闇映像 DEEP6」
（『霊感体操』、『森のストーカー』 遊山直奇 監督作品）
「封印映像24」
(『練炭自殺』 撮影する男 役 鬼塚リュウジン（山田雅史） 監督作品)
「奇妙で奇怪な怪神話2」
（『ドアをノックしたのは誰？』 正一・正二 役 遊山直奇 監督作品）
「奇妙で奇怪な怪神話」
（『いつまでも忘れない』 黒木 役 遊山直奇 監督作品）
「モンスターパニック！UMA ZONE 未確認生物ハンター」
（『マイアミ・ゾンビ』 牧野ミノル 役 遊山直奇 監督作品）

ＰＶ

株式会社DigiBook

MV

BRING 「心の鍵」 （メイン男性 役）
Team Black Starz 「旅とハイボール」 （メイン男性 役）

写真

ぐるなびウェディング 「割烹 千代田」 （新郎 役）
稲葉海斗 写真展 「こころの輝石が一瞬みえる写真展2012」 (被写モデル)

コンテンツ

YouTube 「デイブレーカー エピソード1」 （金田 役 尾内優 監督作品）
WALLOP-TV 「アイドルハローワークプロジェクト」 （アシスタント・MC）
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