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昭和2 9年(1954年）山形県村山市生まれ

昭和54年(1979年）新潟大学教育学部卒業。 文京区で高校教諭。 後、 学習塾経営

平成1り年(1998年）写真宝 小林明治氏に師事。 齋藤宜□事務所を設立

平成1 7, 1 8年(2005, 2006年）黒） 1 ［紀章先生からの依頼万国立新美術館なこ撮尼

平成2 3年(2011年）罰酉捐尼胴始 平成2 8年(2016年）ドロ ーン空撮胴始

主な撮影実績
・（株）黒川紀章建築都市設計事務所 長崎歴史支化博物館、 国立新美術館＼ 商業ビルSPAZIO BRERA GINZA

・（財）文化財建造物保存技術協会 成田山新勝寺薬師堂、 妙義神社随身門、 他

・ 大和ハウス工業 9イフガーデンみどりの＼ 光岡自駐車店舗＼ エニタイムフィットネス各店、 大和物流センター他

・ 積水／＼ウス 臼貸｛三宅シャ ー メゾン • 新□本建投 マンジョ／

・ ミサワホーニ 三サワホーム静岡事務所ピ｝口｛固人｛主宅、 別荘

• 土屋ホーム 別荘，、 医院 ・ ケイライターズクラブ東京スカイツリー、 道の駅おおとう桜街道

・ 羽原工務店 国土地罪院VLBI観測局舎・ 奥村組 積水化学工業つくば工事所

・ シェルター 神奈川県自然環境保全センター
＼ 伊南村地域交流センター

＼ 奥多摩福祉会館他

・ 住友林業ホームテック 個人住宅 ・ 中日本商事株式会社 スーパー銭滉太平温泉

・ 木原造林 警視庁本部神楽坂公舎 ・ 長塚建築設計事格所 古河市立第一小学校他

・ 樺尾建築襲□十二房 興福寺国宝館＼ 箱桓緑栢□且三所沢の家＼ 日音オロイ：他

• 青太建築言五十/デイカルケアニ ー ト＋グ｝レー プホーム夢観 ・ パナホーム

• 生和コ ーポレージョン 高層マンション ・ キクシマ 個人住宅 ・ 店舗

• 昭和フロント 筑波口腔外科、 ファ ーストキャビン蛎殻町 蔦屋書店中目黒店、 早稲田アリ ーナ

・ 商業ビル チョムチョム秋葉原 ・ 新建新聞社 個人住宅＼ 輸入住宅、 鳩山会館

・ キーアーキテクッ パッジブタウン黒部モデル、 十津川村モデルハウス、 各地のパッシブハウス

• 松井建言曼 パッジプタウン黒部モデル ム
‘ ‘、 、

ー ／トッグ 日本大子理工学郭駿河台キャ／パ叉新校舎

• I)ソ｝レ不厨産 二／ ー トヴィラ勢海 伊三 ／＼ヶ岳 貸別茫 ・ ピーツー イ固人｛主宅

・ 共和二業 ＃口頭恩賜1二園百圏管理樺＼ 新庄市□第二中、 第三＝ ＼ 新間J \, 他

・ ガイアフィールド リムテラス集合住宅 ・ 晨建築設計事務所 介護老人保養施設

• 岡本里絵建築設計室 アルテ横浜最上階メゾ字ットタイプ、 個人住宅 ・ ホー プス

・ カ ーバル クオール薬局各店、 海老名ビナヵ
‘
ーデンズ 華味鳥 他

・ ハヤシエ務店 ホンダカ ーズ各店＼ レストラン、 美容院、 個人住宅 •Qull 店舗＼ 個人住宅、 集合住宅

・ 早稲田ハウス 「究極の寝室」PV勁画制作＆記者会見＼ 個人住宅 ・ 丁ー エム工 ーデザイン 個人住宅

• 藤建装 旬鮮酉堺天圏各店他 ・ 助）1|建投 湊整形外科内科\ /ズキア／ ーナ他

. Liた項境デザイ／ 住宅＼ イ固人住宅 ・ 吃文社円『なるほこ知図幌□本の建築』に建築写頁担供

（・クライアント名 内容 の順に建築関係のみ記載 株式会社は省略）

つくは門圏計画

狭小住宅

portfolio NO'：．1



portfolio

portfolio

公共建築・教育施設・商業ビル

黒川紀章建築・都市設計事務所　国立新美術館　港区六本木（設計：黒川紀章先生）

黒川紀章建築・都市設計事務所　長崎歴史文化博物館　長崎県長崎市（設計：黒川紀章先生）

黒川紀章建築・都市設計事務所　商業ビル　SPAZIO BRERA GINZA　中央区銀座（設計：黒川紀章先生）

Saito Photo Office         Saito Sadayuki
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公共建築・教育施設・商業ビル　2

興福寺国宝館　奈良県奈良市　（耐震改修設計：棟尾聡）　館内は非公開のため掲載できません

日本大学理工学部駿河台校舎 タワー・スコラ　千代田区駿河台

商業ビル　チョムチョム秋葉原　台東区秋葉原　

Saito Photo Office         Saito Sadayuki
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商業施設・店舗

ライフガーデンみどりの　茨城県つくば市　開発：ダイワロイヤル　施工：大和ハウス工業株式会社

神奈川県民共済　箱根緑樹山荘　神奈川県箱根町　内装設計：棟尾建築設計工房

光岡自動車つくば店・エニタイムフィットネス学園の森店　茨城県つくば市　　　　大和ハウス工業株式会社　

Saito Photo Office         Saito Sadayuki
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集合住宅・マンション・インテリア・店舗

高輪の賃貸併用住宅　施工：積水ハウス株式会社

　　　越谷の賃貸住宅　レッドハウス　　　　　　　　　　　　マンション　生和コーポレーション

　　　　　　　蔦屋書店目黒店　　　　　　道の駅さかいサンド（設計：隈研吾）　旬鮮酒場 天狗 品川東口店　　　　　　　　　

　　

Saito Photo Office         Saito Sadayuki
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個人住宅・輸入住宅・別荘

ドイツの輸入住宅パッシブハウス（鎌倉　前沢　栗東　軽井沢）　設計：キーアーキテクツ（鎌倉市）

個人住宅　　設計：a.m.aデザイン（横浜市）　　　 施工：ハヤシ工務店（旭市）　施工：キクシマ（横浜市）

別荘（社員保養施設）　神奈川県熱海市　施工：ミサワホーム株式会社　

Saito Photo Office         Saito Sadayuki
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