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メットライフ生命保険株式会社

清川マヤ氏が日本の機関投資家営業グループのディレクターに就任
メットライフ・インベストメント・マネジメント
メットライフ生命保険株式会社（代表執行役 会長 社長 サシン･Ｎ･シャー）は、親会社の米国メットライフが系列
のメットライフ・インベストメント・マネジメント（以下、MIM といいます。）のディレクターとして清川マヤ氏を採用したこ
とをお知らせします。清川氏は日本における資産運用ビジネスの機関投資家営業を担当し、東京在勤となります。
清川氏は直前まで、Teneo Partners 株式会社の日本におけるオルタナティブ商品の販売部門のディレクター
を務めていました。それ以前は、オズボーン・インクのシニア・コンサルタントやドイチェ・アセット・マネジメント株式会
社のシニア職、フィデリティ投信株式会社のクライアントサービス担当のシニア職などを歴任しました。
MIM のチーフオペレーティング・オフィサーのジョセフ・ポラロ氏は「清川氏の加入で MIM は大きな力を得ること
ができます」と述べた上で、「清川氏のプロフェッショナルとしてのキャリアは 25 年に及び、当社で担当する分野で
は 16 年を超える実績を持つなど、グローバルなクライアント業務の経験が豊富です。メットライフにとって非常に重
要な成長市場であるアジアで、MIM による機関投資家向け資産運用ビジネスの拡大を目指す上で、たいへん得
がたい人材です」と話しています。
清川氏を採用した背景には、日本市場に注力していくという MIM の強い決意とともに、メットライフの資産運用ビ
ジネスに対する日本の重要性が挙げられます。清川氏は業務の一環として、日本におけるメットライフの知名度や
存在感を上げるため、年金基金や保険会社、政府系ファンド、信託銀行とのパートナーシップを深めていきます。
今後、不動産投融資や、インフラ事業および企業向けの私募債に関して、顧客との関係を構築・強化していく上で、
清川氏の経験が大いに貢献することを期待しています。
清川氏は、米国のアラバマ大学で会計学を専攻し、学士号を取得しています。
メットライフ・インベストメント・マネジメント（MIM）はメットライフグループの一員として機関投資家向け資産運用ビ
ジネスを手掛けています。MIM は、多岐に亘る資産セクターへの投資を行っています。具体的には、企業とインフ
ラ事業に対する私募債、不動産投資、商業用不動産ローン、カスタマイズド・インデックス・ストラテジー、ストラクチ
ャード・ファイナンス、新興国債、高利回り債などです。
以上
メットライフ生命について
メットライフ生命は、日本初の外資系生命保険会社として1973年に営業を開始し、多様な販売チャネルを通して、
個人・法人のお客さまに革新的かつ幅広いリスクに対応できる商品を提供してまいりました。現在は日本法人「メット
ライフ生命保険株式会社」として、お客さまに常に寄り添い、お客さま自らが自信を持って最適な保障を選ぶお手伝
いをし続けることに努めています。詳しくはhttp://www.metlife.co.jpをご覧ください。
メットライフについて
メットライフは1868年に設立し、約50カ国で1億人のお客さまに生命保険、年金、従業員福利厚生、資産運用サ
ービスを提供する世界最大級の生命保険グループ会社です。子会社および関連会社を通して、米国、日本、中
南米、アジア、ヨーロッパ、中東においてマーケットリーダーとして事業を展開しています。詳しくは
www.metlife.comをご覧ください。
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Maya Kiyokawa Joins MetLife Investment Management as
Director in the Institutional Client Group in Tokyo
TOKYO, Feb. 6, 2017 –MetLife, Inc. (NYSE: MET), which is a parent company of MetLife
Insurance K.K. in Japan, today announced that it has hired Maya Kiyokawa as a director in
the Institutional Client Group of MetLife Investment Management (MIM). Kiyokawa will lead
new business development in Japan and will be based in Tokyo.
Prior to joining MetLife, Kiyokawa served as director of the alternative product sales
department in Japan for Teneo Partners. Prior to that, she served as a senior consultant at
Osborne Incorporated. She has also held senior roles at Deutsche Asset Management
(Japan) Limited and Fidelity Investments Japan Limited in senior client services roles.
“Maya is an excellent addition to the team at MetLife Investment Management in Asia,” said
Joseph Pollaro, chief operating officer of MIM. “Her international relationship management
background, which includes more than16 years of direct experience and more than 25
years of valuable professional experience, will be an asset to MetLife as we grow MIM’s
institutional asset management business in Asia, a vital and growing market for us.”
The addition of Kiyokawa to the MIM team in Japan reflects both the business’ commitment
to the region and the importance of the market to MetLife’s investment management
business. As part of her role, Kiyokawa will build partnerships with retirement funds,
insurance companies, government funds and trust banks to raise MetLife’s profile and
visibility in Japan. Her experience will be leveraged to build relationships in private debt and
equity markets for real estate, infrastructure and corporate private placement bonds.
Kiyokawa holds a bachelor’s degree in commerce and business administration and
accounting from the University of Alabama.
MetLife Investment Management (“MIM”) is MetLife’s institutional investment management
business. MIM is responsible for investments in a range of asset sectors, including
corporate and infrastructure private placement debt, real estate equity, commercial
mortgage loans, customized index strategies, structured finance, emerging market debt and
high yield debt.
About MetLife Insurance K.K.
MetLife started operations in 1973 as the first foreign life insurance company in Japan.
Since then, it has provided an innovative and broad range of products through diverse
distribution channels to individual and institutional customers. It currently operates as a
Japanese corporation, MetLife Insurance K.K. MetLife is committed to providing trusted
navigation to help people become more self-reliant and able to pursue more from life. For
more information, visit http://www.metlife.co.jp.
About MetLife
MetLife, Inc. (NYSE: MET), through its subsidiaries and affiliates ("MetLife"), is one of the
largest life insurance companies in the world. Founded in 1868, MetLife is a global provider
of life insurance, annuities, employee benefits and asset management. Serving
approximately 100 million customers, MetLife has operations in nearly 50 countries and
holds leading market positions in the United States, Japan, Latin America, Asia, Europe
and the Middle East. For more information, visit www.metlife.com.
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