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SAZABY LEAGUE, Ltd. A&S Company offers truly singular jewelry brands, including agete, NOJESS, and 

BELLESIORA in Japan and abroad. Our signature brand, agete, has consistently reflected the current lifestyles 

and fashion of women in its fashion jewelry and accessories since its debut in 1990. NOJESS constantly evolves 

with the times to propose accessories and fashion goods that are unique, and BELLESIORA proposes an affluent 

everyday lifestyle by introducing fine fashion jewelry with high-grade diamonds in stylish designs. Free thinking 

is valued and allows us to create new products and experiences to express our brands’ worldviews.

Our Business

株式会社サザビーリーグ　エーアンドエスカンパニーは、agete、NOJESS、BELLESIORAなどの個
性豊かなジュエリーブランドを国内外で展開しています。
1990年のデビュー以来、その時々の女性の生き方やファッションといった時代の流れを映しながら、常
に新しいファッションジュエリーやアクセサリーを提案し続けている代表ブランドのageteをはじめ、時代を
とらえて変化を続けながら、ひとつひとつに個性があるアクセサリーや服飾雑貨を提案するNOJESS、上
質なダイヤモンドと洗練されたデザインで、豊かな日常を提案するファッション・ファイン・ジュエリー
BELLESIORAなど、「自由な発想で新しいモノ・コトを創造する」ことを大切に、ブランドの世界観を表
現しています。



Simple and graceful fashion accessories and jewelry reflecting the times.

From gold, silver, semi-precious and precious stone basics, to items made with contemporary materials, original 

pieces from overseas designers and old-time favorites, agete has them all.  A diverse mix-and-match of products are 

displayed regardless of material or country of origin including stimulating jewelry and accessories from all over 

the world at agete SELECTION and Silverspoon, brimming with charms of silver jewelry.  By reflecting women’s 

lifestyle and fashion of the day agete continues to consistently present the latest fashion jewelry and accessories.

Our Brand
agete（アガット）
シンプルで洗練された中にも、時代感覚のあるファッションジュエリーやアクセサリー。ゴールド、シルバー、
半貴石、貴石を使ったベーシックアイテムを中心に、コンテンポラリーな素材を使ったアイテムから、オリジナ
リティーに富んだ海外デザイナーもの、古き良き時代のアクセサリーまで。また、世界各地のジュエリー＆ア
クセサリーを発信するアガット・セレクション、シルバー素材の魅力を伝えるシルバースプーンなど、素材や
国にとらわれず、ミックス感あふれる商品を多彩に展開。その時 の々女性の生き方やファッションといった時
代の流れを映しながら、常に新しいファッションジュエリーやアクセサリーを提案しています。



Unique ideas with no jess. Everlasting fascination like vintages.

Esprit de Parisienne that creates the new worth.

We stand by all the women walking their own ways, wishing to deliver something brilliant with our tiny stories.

Basic and humor come together as “the jewelry of a tiny happiness.”

Our Brand  

NOJESS （ノジェス）
足かせのない、自由な発想。ヴィンテージのように、いつまでも色褪せない魅力。
新しい価値観を生み出す、パリジェンヌのエスプリ。
自分らしく生きる女性たちにそっと寄り添い、小さな物語を込めて届けたい。
ベーシックさと遊び心に満ちた「小さな幸せを纏えるジュエリー」 。



Quality diamond meets sophisticated design to enhance your daily life at BELLESIORA of fine fashion 

jewelry. Crystal-clear sparkles of a tapered baguette cut diamond flatter the beauty of women with style.

Our Brand 
BELLESIORA （ベルシオラ）
上質なダイヤモンドと洗練されたデザインで、豊かな日常を提案するファッション・ファイン・ジュエリー、
ベルシオラ。テーパーバゲットカットダイヤモンドの透明な輝きは、自分のスタイルを大切にする、女性の
美しさを引き立てます。


