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SAZABY LEAGUE HR Inc.
株式会社サザビーリーグＨＲ

Our Company
株式会社サザビーリーグHRは、障がい者に仕事の機会を創出することを目的とした特例子会社として、
2009年に設立されました。現在、
当社のスタッフは、
「発達障がい者」
と診断された方々が中心です。意
思疎通が不得意。優先順位付けが苦手。複数の指示を同時にこなせない。興味のある分野以外は集
中力が発揮できない。著名な大学を卒業し知的能力に問題がなくても、仕事で失敗を繰り返し、場の空
気を読めず、人間関係がうまく構築できないため、定職に就くのをあきらめてしまう方も多く存在します。
サザ
ビーリーグHRでは、
こうした障がいスタッフの適材適所をきめ細かく考慮し、個性に応じてパフォーマンスを
発揮できる運営を心がけています。一人ひとりの優れた能力を発見し、活躍の場を与え、
自立に向けたサ
ポートを行うことは、
サザビーリーグの理念にかなった社会貢献のかたちであると考えています。

SAZABY LEAGUE HR Inc. was established in 2009 as a special subsidiary company to create employment
opportunities for persons with special needs. At present, our staff consists mainly of those with developmental
disabilities with limitations in communication skills, impaired prioritization and multitasking abilities, and/or
preoccupation with restricted patterns of interest. Some may have no issues with intellectual capacity and may
even hold degrees from prominent universities, but many of them forgo seeking fixed employment due to
difficulties in social interaction and communication, inability to read-between-the-lines and repetitive failures on
the job. At SAZABY LEAGUE HR Inc., we take extra care in one-on-one skills assessment of these individuals so
that they may function at their highest levels at work. Tapping into their potential and providing an environment
and support to build independence, we believe, are our corporate social responsibility true to The SAZABY
LEAGUE spirit.

Our Business
サザビーリーグHRは４つの拠点を設け、障がいスタッフのマッチングを考慮し、仕事のバリエーションを提
供できる環境を整えています。横浜業務サポートセンターでは、webサイ
トや印刷媒体のデザイン、店舗顧
客データの登録業務、ECサイ
トのアクセス解析など。市川業務サポートセンターは、物流システム関連業
務、倉庫内業務全般、ECサイ
ト用商品撮影業務など。千駄ヶ谷業務サポートセンターは、DTP業務を
中心とし、総務、法務、人事、管理系の業務。横浜・新杉田の備品配送センターは、各店舗で使う備品
の調達と配送業務を担当。
サザビーリーグ各社において、
これまで外部に委託していた多岐にわたる業
務を当社が担うことで事業に貢献し、特例子会社であっても仕事の質や成果へのこだわりを大切にして
います。
「個々のスタッフの成長」
を最も重要なテーマと考え、障がい者の育成を行うスタッフも、指導員資
格、
ジョブコーチなどの資格取得を目指すなど、障がい者とともに誰もが成長することを目指しています。

SAZABY LEAGUE HR Inc. has set up 4 different centers to provide varied work environments for “job
matching” staff with special needs. Our Yokohama Service Support Center offers work in website/print media
design, client data entry, e-commerce stat tracking, etc., our Ichikawa Service Support Center, work in logistics
systems, warehouse operations, e-commerce merchandise photographing, etc., our Sendagaya Service Center,
mainly DTP operations including general affairs, legal, human affairs, and administration, and our Shin-Sugita,
Yokohama Fixture Delivery Center, procurement and delivery of fixtures used in our stores. By taking up the
broad range of services The SAZABY LEAGUE companies used to outsource, SAZABY LEAGUE HR Inc. wishes
to contribute to the SAZABY enterprise adhering to quality and performance even as a special subsidiary
company. We even encourage counselor/job coach qualification acquisitions for our support staff, in line with our
spirit of putting the growth of each individual staff first, so that The SAZABY LEAGUE experience can be an
enriching one for people with special needs and colleagues alike.

