Our Business
2008年4月。株式会社サザビーリーグのサザビー事業部が分社独立し、
バッグを通してライフスタイルを
提案する株式会社バゲージハンドラーズが誕生しました。株式会社バゲージハンドラーズの原点は、深い
経験に裏付けられたクラフトマンシップにもとづく、確かなモノづくり。
バッグに関する深い造詣をベースに、生
活者の今の気分を反映したスタイルを備えながら、常に独自のストーリー性を感じさせる商品・サービス・
空間を通し、丁寧に厳しく買うお客様からも信頼されるブランドになれるよう務めています。
ブランドは大切な
企業の資産であり大きな価値を生むものですが、
モノの良さもブランドを後押しする、
その相乗効果こそが
株式会社バゲージハンドラーズの全てのモノづくりにおける、
ベーシックな姿勢です。SAZABYの商品ラ
インは、
いずれも高い品質のみならず、
きめ細かいアフターサービス、確かな商品知識による接客、
つねに
新鮮な発見や変化の発信を心がけ、
お客様の期待に応えられるよう進化し続けています。
In April, 2008, SAZABY Department of SAZABY LEAGUE, Ltd., spun off into a separate company, giving birth
to Baggage Handlers Inc., a company that proposes a lifestyle through its bags. The origin of Baggage Handlers
Inc. lies in solid creations of time-proven craftsmanship. With a detailed knowledge of bags as our base, reflections
of what livers feel at the moment, and a never-ending search for originality in products, services and space, we
strive to be a brand endorsed by carefully discriminating customers. Brands are precious assets of and bear value to
companies. Quality of carefully manufactured products, likewise gives value to brands. This synergy exactly is the
basic manufacturing stance of Baggage Handlers Inc.. Besides its top quality the SAZABY product line prides
itself in its careful after-sales services, customer services with solid product knowledge, and ever-evolving
transmissions of fresh and varying discoveries.

Our Brand
SAZABY
（サザビー）
Carrying your Life（あなたの人生を運んでいる）。
つまり、
バッグの中身はあなた自身。
ならば、
バッグそ
のものも、
あなたらしさにあふれたものでありたい。SAZABYは1972年の創業以来、卓越したクラフトマン
シップをベースに、
その時代の気分や感覚を採り入れた数々のバッグを生みだしてきました。
そこには、
いつ
もバッグを手にする人の気持ちになってモノをつくるという、
ずっと変わらないクリエイティブの姿勢があります。
SAZABYを持つと、
自分にスタイルが生まれる。
バッグに折り込まれた気分と物語が、心のなかの新しい
ページをめくってくれる。
自分らしさを失うことなく、
自分らしさにさらなる魅力を加える、
そんな理想のスタイルを
目指しています。
2012年の40周年を機に、働く女性を美しく魅せるバッグアイテムを中心とした、新MDを加えたコンセプト
ショップ
「bijiness by SAZABY」
（ビジンネス バイ サザビー）
を展開。
ライフシーンをトータルに提案しま
す。
Carrying your Life. In other words, what the bag holds is yourself. It naturally follows that the bag itself should
be a representation of what you truly are. Since its birth in 1972, SAZABY, with its distinctive craftsmanship,
has produced countless bags reflecting the moods and sensitivities of the times. Underlying it all is SAZABY’s
unfailing, creative stance of making products in the customer’s shoes. Holding a SAZABY gives you style. The
feelings and stories woven into the bags turn a new page in your hearts. Our sight is on an ideal style, creating a
more attractive you, without losing track of who you truly are.
Concept shop bijiness by SAZABY was launched in 2012, SAZABY’s 40th year, with new merchandise around bags
focusing the working woman to make her all the more beautiful. SAZABY continues to propose a total lifestyle.

