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メットライフ生命保険株式会社

メットライフ生命、Collab2.0 の優勝者 3 社と各 1000 万円相当の契約を締結
Moneytree と Montoux、WorkFusion が、世界 24 カ国 111 社の中から選出
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、シンガポール
に拠点を置くメットライフ・アジアのイノベーションセンター「LumenLab」が、ビジネスマッチ
ングプログラムの第２弾となる「collab 2.0」の優勝者に、「Moneytree」と「Montoux」、
「WorkFusion」の 3 社を選出したことをお知らせします。
世界 24 カ国 111 社の応募の中から選ばれた 3 社は、プロジェクト開始に際し、メットライフ生
命と各 1000 万円相当の契約を締結します。
LumenLab の CEO およびメットライフ・アジアのチーフ・イノベーション・オフィサーである
ジア・ザマンは次のように述べています。「『collab 2.0』が世界中のスタートアップ企業から引き
続き高い関心を集めていることを嬉しく思います。「Moneytree」と「Montoux」、「WorkFusion」
の 3 社は、メットライフ生命の様々なお客さまのニーズに対応する斬新な発想を導入し、最も優れ
た創造性とイノベーションを提案しました。3 社の提供するソリューションの導入を非常に楽しみ
にしており、また同時に「collab 2.0」を通じて関係を構築した他の多くのスタートアップ企業との
更なる関係も期待しています」
8 月に応募を開始した「collab 2.0」は、イノベーターに対して顧客エンゲージメント、営業、オ
ペレーションなどの分野における、ビジネス上の課題に対するソリューション提案の機会を与える
ものです。厳正な審査を経て選ばれた「Concierge U」「Gnowbe」「Moneytree」「Montoux」
「TrustSphere」「WorkFusion」の 6 社は、当社社員と協力しながら、アイデアに更なる磨きをか
けてきました。
ファイナリストの 6 社は、今週東京で開催された、アジア全域からの業界専門家や、InsurTech
分野の世界トップレベルの起業家が参加する、collab サミットジャパンに招待されました。
プログラムの最後を飾る「デモ・デー」では、ファイナリストがそれぞれのアイデアを、当社と
LumenLab のシニアリーダーで構成される審査員に対して、プレゼンテーションしました。ファイ
ナリスト各社が提案したアイデアや技術ソリューションは、人工知能（AI）やプレディクティブ・
アナリティクスから、ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）に至るまで、多岐にわ
たりました。
メットライフ生命 代表執行役 会長 社長 サシン・N・シャーは次のように述べています。「メッ
トライフは過去 150 年にわたり、イノベーションを牽引してきました。LumenLab の『collab 2.0』
は、世界中の最先端のスタートアップ企業との連携を通じてこの伝統を継続するものであり、人々
をより健康的で充実した生活へと導く手助けとなる新しいソリューションの開発を目指した取り組
みです」
「collab 2.0」とファイナリスト各社に関する詳細は、http://collab.lumenlab.sg/#finalists をご覧く
ださい。
以上
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メットライフについて
メットライフ（NYSE： MET）は世界最大級の金融サービス企業として、子会社および関連会社を
通じて生命保険や年金、従業員福利厚生、資産運用サービスを提供し、変わりゆく環境においても
個人・法人のお客さまにご安心をお届けしています。1868 年に設立、現在は 40 カ国を上回る国々
において事業を展開し、米国や日本、中南米、アジア、ヨーロッパ、中東の国々ではマーケットリ
ーダーとしての地位を築いています。詳しくは www.metlife.com をご覧ください。
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
信を持って人生の「もっと」をかなえる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。
LumenLab について
LumenLab は、 メットライフにおける革新的イノベーションの先駆けとして、ヘルス、ウェルネス、
リタイアメントの 3 分野で新規事業を探求しています。明るさの単位に由来する社名は、今日私た
ちが直面している課題に対し解決への道のりを照らす、というミッションを示しています。技術や
データを活用し新しい製品やサービスの構築に重点を置き、お客様により豊かで充実した生活をお
届けすることを目指しています。詳しくは www.lumenlab.sg をご覧ください。
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MetLife Japan awards three new tech contracts through collab 2.0
Moneytree, Montoux and WorkFusion beat 111 competitors from 24 countries
for a JPY10 million contract
Tokyo, December 8, 2017--LumenLab, MetLife Asia’s Singapore-based innovation center, today
announced the winners of collab 2.0, an open innovation platform designed to match startups with
business opportunities within MetLife Japan.
The winners - Moneytree, Montoux and WorkFusion- competed with 111 applicants from 24 countries
around the world to each win a JPY 10 million contract to work on a project with MetLife Japan.
“We are delighted by the continued enthusiasm for collab 2.0 across the global startup community,” said
Zia Zaman, LumenLab CEO and Chief Innovation Officer of MetLife Asia.
“Moneytree, Montoux and WorkFusion represent the best in creativity and innovation, bringing fresh
thinking to address the evolving needs of our customers. We’re excited to see their solutions
implemented and to see what will come from many other startup relationships established through collab
2.0.”
Collab 2.0, launched in August and aims to give innovators a platform to address business challenges in
areas like customer engagement, sales, and operations.
Following a rigorous review process, six finalists - Concierge U, Gnowbe, Moneytree, Montoux,
TrustSphere, and WorkFusion - were selected and paired with MetLife employees to help them further
hone their ideas.
The six finalists were invited to Tokyo this week to attend the collab Summit Japan, which drew industry
experts from across Asia and world-class insurtech entrepreneurs. The program culminated in a Demo
Day where the finalists pitched their ideas to a judging panel of senior MetLife and LumenLab executives.
The finalist pitches showcased an exciting mix of ideas and technological solutions ranging from artificial
intelligence (AI) and predictive analytics, to robotics process automation (RPA).
“For the past 150 years, MetLife has been at the forefront of innovation. Thanks to LumenLab’s collab 2.0,
we are continuing that tradition by connecting with cutting-edge startups from around the globe to develop
new solutions that help people lead healthier and more fulfilled lives,” said Sachin N. Shah, President and
CEO, MetLife Japan.
For more information on collab 2.0 and the finalists, visit http://collab.lumenlab.sg/#finalists.
* Equates to approximately US$91,000 based on the FX rate of 1USD:JPY109.89 as of 4 August 2017

---END--About MetLife
MetLife, Inc. (NYSE: MET), through its subsidiaries and affiliates (“MetLife”), is one of the world’s leading
financial services companies, providing insurance, annuities, employee benefits and asset management
to help its individual and institutional customers navigate their changing world. Founded in 1868, MetLife
has operations in more than 40 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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About MetLife Japan
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 LumenLab
As MetLife's pioneers for disruptive innovation, LumenLab is charging ahead to create new businesses in
health, wealth and retirement. Lumen, a measure of light, symbolizes our commitment to illuminating a
new path for solving the problems that the people of Asia face today. Through our focus on building new
products and services grounded in technology and data, we aim to help people achieve richer and more
fulfilling lives. For more information, visit www.lumenlab.sg

