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株式会社サザビーリーグ



なんてことないふつうの生活の中に､かけがえのない“ささやかな幸せ”をお届けしたい｡
あなたに“今日もいい一日ですね”と微笑みかけていきたい｡

私たちはクリエイティブリテイラーとして
半歩先のライフスタイルを提案し､新たな価値を創造しつづける｡

The SAZABY LEAGUEのミッション

It’s a beautiful day.

The SAZABY LEAGUEのスピリット
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私たちのビジネスは､ひとりの生活者としての目線で私たちが

欲しいモノを提供し､私たちが心地よいと思うシーンを創ろうと

する姿勢から始まりました｡衣食住のカテゴリーを超え､｢半歩

先のライフスタイル提案｣を行うこと｡自らを｢クリエイティブリテ

イラー｣と称し､他にない創造的な価値を生み出すこと｡そし

て､生活の中の小さな感動を発見できる｢It＇s a beautiful 

day.｣の気持ちを忘れずに､わくわく感のある日常を表現し続

けること｡それが私たち｢The SAZABY LEAGUE｣ の目

指すところであり､変わらぬ願いです｡

私たちは､自らの集団を｢GROUP｣ではなく｢LEAGUE｣と

呼びます｡そこには､多彩な事業スタイルを持つチームである

事業会社が存在します｡それぞれが個の力を発揮し､競い合

いながらも､同じ価値観の絆で結ばれ､観客にファンタス

ティックな創造性と､エンターテインメントを提供する｡そんな活

気に満ちた｢LEAGUE｣をイメージし､時代とともに進化を続

けます｡

It’s a  beautiful day.
 その気持ちを忘れない。
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｢LEAGUE｣のビジネスは｢衣料･服飾雑貨｣｢生活雑貨｣｢飲食･サービス｣と､ライフスタイルのすべてに
およんでいます｡その多くを占めるのは､自らのクリエイティビティによって生み出されるオリジナルブランド｡時代や
ライフスタイルの潮流をとらえ､半歩先の価値観や世界観を多彩に提案し続けながら､次世代の業態･ブランド
の創造を目指しています｡そして､グローバルな視点で魅力あふれるコンセプトを紹介するアライアンスブランド｡
｢LEAGUE｣のスピリットや価値観に共感するパートナーとともに､国内外のブランドを日本のマーケットに浸透
させています｡株式会社サザビーリーグは､それぞれのブランドの個性や強み､置かれた環境や競合状況を
きめ細かく把握し､エリアや世代ごとの消費行動を理解したうえで､ブランド価値を最大限に高め､育成を
目指します｡半歩先の視点や感性を忘れることなく､私たちにしか創れないモノを､私たちにしかできないやり方
で､新しい価値観を創り上げながら｢LEAGUE｣としての成長図を描いていきます｡

｢LEAGUE｣は人が最も大切であると考えています｡
｢LEAGUE｣のスタッフにとって､仕事とは心から興味があること､好奇心が湧くこと､それによって成長したいと
思うことなのです｡ひとりひとりが自らの仕事にプライドを持ち働く姿勢は､訪れる多くのお客様に共感され続け
ています｡
｢LEAGUE｣には特別なスタープレーヤーが存在するわけでもなく､特別なことをやっているわけでもありません｡
個性を活かしながらもチームのために貢献し､見えない絆で結ばれているモチベーションの高いスタッフの
エネルギーこそ､多くのお客様から支持されている原動力であり､｢LEAGUE｣の強みにほかなりません｡

持株会社としての株式会社サザビーリーグの主な役割は､チャンスを逃さない感覚を持ち､フレキシブルな
戦略立案､マネジメント効率の向上､次世代人材の育成､リスクへのスピード感のある対応などに務めながら､
｢LEAGUE｣全体の舵取り役を担うことです｡また､新しい価値を生み出す新規事業の取り組みにも常に前
向きです｡私たちは､戦略と事業を分離することで得られるさまざまな恩恵を､さまざまなチャレンジのために
活用することを目指します｡そして､いかなる困難があろうと収益を確保できる筋肉質な経営体質を創り上
げ､｢LEAGUE｣が広く社会に貢献できる企業集団であり続けたいと考えています｡
私たちは､創業時のDNAを受け継ぎながらも､さらなる企業価値の向上と永続的な発展を目指し､
わくわくすること､新しいこと､夢のあること､みんなで喜びを分かち合えることを､｢LEAGUE｣の仲間たち
とともに､ひとつひとつカタチにしていきたいと思います｡

｢LEAGUE｣の舵をあるべき方向へ｡

｢LEAGUE｣の強みは人にほかならない｡

ライフスタイルのすべてに拡がる｢LEAGUE｣のビジネス｡
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WIN × WIN

｢LEAGUE｣の仲間は､同じスピリットを共有し､強い結束で結ばれています｡モノを作る､選ぶ､売る､

サービスを提供する以上に､“ライフスタイル”という視点を大切にする哲学｡個々の創造性に基づく､

“半歩先”の提案をしようとする姿勢｡スタッフには､フェアであること､チームに貢献すること､お互いに成

長していけるように行動することが求められます｡｢LEAGUE｣と関わるすべての人とともに､繁栄と豊かさ

を分かち合いたいという願望｡The SAZABY LEAGUEは､この大切な約束があればこそ､みんなで

｢LEAGUE｣全体の発展を実現できると考えています｡

FOR THE TEAM

FAIR

The SAZABY LEAGUEの行動規範

“スターなきスター集団”として、チームに貢献すること。

かかわるすべての人と､互いの繁栄を目指すこと。

すべての行動においてフェアであること｡
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SFP DINERS Co., Ltd.
エスエフピーダイナース 株式会社

株式会社AKOMEYA TOKYO
AKOMEYA TOKYO,Inc.

株式会社カナダグースジャパン
CANADA GOOSE JAPAN, Inc.

株式会社PLAY PRODUCT STUDIO
PLAY PRODUCT STUDIO CO .,LTD.

株式会社グリニッジ
GREENWICH CO.,LTD

Zebra Japan K.K.
Zebra Japan 株式会社

CAMPER JAPAN, Inc.
株式会社カンペールジャパン

FAR EAST COMPANY INC.
株式会社ファーイーストカンパニー

LITTLE LEAGUE COMPANY
リトルリーグカンパニー

エストネーションカンパニー
ESTNATION COMPANY

A&S COMPANY
エーアンドエスカンパニー

IVY COMPANY
アイビーカンパニー

ICL COMPANY
アイシーエルカンパニー

SAZABY LEAGUE, Ltd.
株式会社サザビーリーグ

ライフスタイルビジネスを担う事業会社

SAZABY LEAGUE NORTH AMERICA CORP.

Sazaby League (Shanghai) Co., Ltd.
サザビーリーグ（上海）有限公司
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飲食･サービス
Food / Beverage and Services

生活雑貨
Everyday Sundries

衣料･服飾雑貨
Apparel and Clothing Sundries

ブランド一覧
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事業内容　Webシステム運営受託、顧客データ管理受託、

　　　　　各種物流業務及び情報管理系業務の受託

出資比率　100%       

設立　2009年4月

本社・営業本部　東京都渋谷区神宮前2-22-16

株式会社サザビーリーグHR

事業内容　飲食事業

出資比率　100%       

設立　2015年12月

エスエフピーダイナース株式会社

事業内容　アクセサリー等の輸入ならびに卸売業

出資比率　100%       

設立　2013年5月

本社・営業本部　中国 上海市長寧区仙霞路

サザビーリーグ（上海）有限公司

事業内容　「CANADA GOOSE」商品の流通・販売、小売業等

出資比率　50%       

設立　2022年4月

本社・営業本部　東京都渋谷区千駄ヶ谷2-6-3

株式会社カナダグースジャパン

事業内容　食品・生活雑貨・服飾雑貨の販売

　　　　　及び飲食業

出資比率　49%       

設立　2022年1月

本社・営業本部　東京都渋谷区千駄ヶ谷2-11-1

株式会社AKOMEYA TOKYO

事業内容　衣料品、服飾雑貨等の販売

出資比率　100%       

設立　2018年7月

本社・営業本部　東京都渋谷区神宮前2-22-16

株式会社PLAY PRODUCT STUDIO

事業内容　アパレル製品の卸及び小売業、

　　　　　繊維製品の輸出入、企画コンサルタント業

出資比率　100%       

設立　2009年7月

本社・営業本部　東京都港区南青山5-11-9

株式会社グリニッジ

関係会社一覧

事業内容　衣料品・服飾雑貨・生活雑貨等の販売

　　　　　及び卸売業

出資比率　100%       

設立　2018年10月

本社・営業本部　8100 Melrose Avenue Los Angeles CA 90046

SAZABY LEAGUE NORTH AMERICA CORP.

本社・営業本部　東京都渋谷区千駄ヶ谷2-11-1
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事業内容　靴の輸入、販売及びバッグの企画、製造、販売

出資比率　90%       

設立　2005年6月

本社・営業本部　東京都渋谷区千駄ヶ谷2-11-1

株式会社カンペールジャパン

事業内容　婦人衣料、婦人服飾雑貨、生活雑貨等の販売

出資比率　100%      

設立　1985年6月

本社・営業本部　東京都渋谷区広尾1-13-7

株式会社ファーイーストカンパニー

関係会社一覧

事業内容　衣料品・服飾雑貨・生活雑貨等の販売

   　　　　及び卸売業、飲食業等

営業本部　東京都渋谷区千駄ヶ谷2-11-1

株式会社サザビーリーグ
リトルリーグカンパニー

事業内容　衣料品、服飾雑貨、ギフト雑貨の

   　　　　オリジナル商品を中心に展開する大型専門小売業

営業本部　東京都渋谷区神宮前2-22-16

株式会社サザビーリーグ
エストネーションカンパニー

事業内容　アクセサリー、服飾雑貨等の販売

営業本部　東京都渋谷区千駄ヶ谷2-11-1

株式会社サザビーリーグ
エーアンドエスカンパニー

事業内容　レストラン、ティールーム、パティスリー等の運営

　　　　　ならびにパン、菓子などの製造販売

営業本部　東京都渋谷区千駄ヶ谷2-11-1

株式会社サザビーリーグ
アイビーカンパニー

事業内容　生活雑貨等の販売

営業本部　東京都渋谷区千駄ヶ谷2-11-1

株式会社サザビーリーグ
アイシーエルカンパニー

社内カンパニー一覧
株式会社サザビーリーグ

事業内容　北欧デザインのバラエティストア・ブランドの運営

出資比率　50%       

設立　2011年7月

本社・営業本部　東京都渋谷区神宮前2-22-16

Zebra Japan（ゼブラ ジャパン）株式会社



株式会社サザビーリーグ

東京都渋谷区千駄ヶ谷2－11－1

東京都渋谷区千駄ヶ谷2－11－1

http://www.sazaby-league.co.jp

9,000万円

角田 良太

1972年4月

2010年8月

衣食住ブランドの企画、販売及び卸売等

910億円（2022年3月期）

3,220人（2022年3月末時点）

国内 534店舗（2022年3月末時点）

海外 41店舗（2022年3月末時点）

三菱UFJ銀行　　 みずほ銀行　　三井住友銀行

会社名

本店所在地

本社･営業本部

U R L

資本金

代表者

創業

設立

事業内容

連結売上高

従業員数（連結）

店舗数

取引銀行

役員

企業概要

角田 良太

森　 正督

伊藤 敏典

勝浦 清貴

帰山 元成

澤井 昭仁

塚田 龍平

三根 弘毅

荒木 俊馬

鏑木 慎治

鈴木 陸三

代表取締役社長

取締役会長

取締役

取締役

取締役

取締役

取締役

取締役

監査役

監査役

ファウンダー
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沿革
1972年 4 月 家具の輸入販売を目的として株式会社サザビーを設立、後にバッグ袋物の企画製造販売に進出し、

バッグのオリジナルブランド｢SAZABY」の販売を開始、当初百貨店等に対する卸売りを中心に営業

1973年 7 月 東京都渋谷区神宮前に本店を移転、アパレルメーカーに対するテキスタイル（プリントデザイン）、ウェアーの企画製造販売を開始

1986年 6 月 株式会社キハチアンドエスを設立

1985年 6 月 株式会社ファーイーストカンパニーを設立

1985年 4 月 卸売り中心であったバッグのオリジナルブランド｢SAZABY｣の直接販売を開始し、1号店を開店

1983年12月 フランス、C.M.C. S.A.と合弁にて、株式会社アニエスベーサンライズを設立

1981年 9 月 生活雑貨とティールームを複合したオリジナルブランド｢Afternoon Tea｣の1号店を開店

1977年 6 月 東京都渋谷区元代々木町に本店を移転

1987年 5 月 東京都品川区東品川に本社･営業本部を移転

1993年 2 月 東京都港区南青山に本社･営業本部を移転

1990年 6 月 アクセサリーのオリジナルブランド｢agete｣の1号店を開店

1995年10月 アメリカ、Starbucks Coffee International, Inc.との合弁にて、スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社を設立

1998年10月 アメリカ、Industries Werts, Inc.（インダストリーズ ワーツ社）との合弁にて、アメリカンラグ シー ジャパン株式会社を設立

2003年12月 グループアイデンティティーを『SAZABY LEAGUE』として導入

2002年 5 月 株式会社ロングルアージュとの合弁にて株式会社タアコバを設立

2000年 9 月 アンド エー株式会社、株式会社エストネーションを設立

1997年 9 月 日本証券業協会（現：JASDAQ市場）に株式を店頭登録

1997年 8 月 東京都渋谷区千駄ヶ谷に本社･営業本部を移転

2005年 3 月 フランス、C.M.C. S.A.との合弁契約を解消し、株式会社アニエスベーサンライズへの資本関係を終了

2005年12月 株式会社サザビーリーグに商号を変更
グループアイデンティティーを『The SAZABY LEAGUE』に変更

2013年 1 月 中国での現地法人、サザビーリーグ（上海）有限公司を設立

2013年 7 月 Zebra Japan 株式会社に出資し、Zebra A/Sとの合弁にて事業を開始

2014年10月 スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社の全株式をアメリカ スターバックス社に売却

2015年 3 月 株式会社サザビーリーグが存続会社として、株式会社エストネーション、株式会社アイシーエル、アイビー株式会社と合併

2015年12月 株式会社ハウスオブロータスを設立

2016年 1 月 株式会社グリニッジの株式を100%買い取り、事業を継承

2016年 4 月 経営体制変更により代表取締役社長に角田良太が就任

2018年 7 月 株式会社MAISON SPECIALを設立

2018年10月 アメリカでの現地法人、SAZABY LEAGUE NORTH AMERICA CORP.を設立

2019年 3 月 株式会社サザビーリーグが存続会社として株式会社バゲージハンドラーズと合併

2020年 3 月 株式会社ピナが株式会社カンペールジャパンに商号を変更

2012年 3 月 株式会社サザビーリーグが存続会社としてYUGO株式会社と合併

2011年10月 株式会社AHAと株式会社サザビーリーグが合併
存続会社である株式会社AHAが株式会社サザビーリーグに商号を変更

2011年 3 月 MBOが成立したことにより、JASDAQ（スタンダード）市場を上場廃止

2010年 3 月 アンド エー株式会社と株式会社トリプルアイが合併し、YUGO株式会社に商号を変更

2009年 8 月 株式会社ビーエルティーと株式会社キハチアンドエスが合併し、アイビー株式会社に商号を変更

2008年 4 月 新設分割により持株会社へ移行
株式会社アイシーエル、株式会社ビーエルティー、株式会社バゲージハンドラーズ、株式会社エーアンドエスを新設分割設立会社として設立

2008年 1 月 アメリカ、3.1 phillip lim LLC.との合弁にて、株式会社3.1フィリップリム･ジャパンを設立

2007年12月 株式会社トリプルアイを設立

2005年 6 月 スペイン、Coflusa S.A.U.（コフルーサ社）との合弁にて、株式会社ピナを設立

2021年 3 月 株式会社サザビーリーグが存続会社として株式会社エーアンドエスと合併
株式会社ファーイーストカンパニーが存続会社として株式会社ハウスオブロータスと合併


