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News Release 

2016 年 6 月 21 日 

インテンス・アンド・アソシエーツ合同会社 

 

インテンス・アンド・アソシエーツ、「イノベーション・ハブ」を活用した 

新事業創出プロジェクトの開始に向け覚書を締結 

インバウンド向けビジネスなどの新規事業創出を目指す大手 IT 企業との間で、 

「イノベーション・ハブ」における第 1 号プロジェクトの開始に向けた覚書を締結 

 

 

インテンス・アンド・アソシエーツ合同会社（本社：東京都渋谷区、マネージングパートナー・代表執行

役社長：道廣英治、以下インテンス・アンド・アソシエーツ）は、オープンイノベーションによる事業創出支

援を行なうための全く新しいビジネスプラットフォームである「イノベーション・ハブ」の第 1 号プロジェクト開始

へ向け、新規事業創出を目指す大手 IT 企業との間で覚書を締結しました。 

 

【背景】 

インテンス・アンド・アソシエーツは、2012 年 1 月の創業以来、戦略コンサルティングの豊富なノウハウ

や知見をバックボーンとして、事業戦略の立案から事業再生、M&A やアライアンス、人材育成など一般

的なコンサルティングサービスの提供からハンズオンの実行支援まで幅広いプロフェッショナル・サービスを提

供してきました。 

 

数多くのプロジェクトへの関わりを通じ、近年では既存の経営リソースを活用しながら、他者との協創に

より新しい価値を社会に提供し事業成長に繋げるというニーズが高まっており、そのための新規事業立案

や異業種・異分野とのアライアンスを支援する機会が急増しています。 

 

そうしたイノベーション創出のニーズに応え、プロフェッショナル・サービスの価値をさらに実効性の高いもの

とするために、インテンス・アンド・アソシエーツは今後の事業展開の中核として、異業種・異分野連携によ

るオープンイノベーション創出を目的としたプラットフォームサービスである「イノベーション・ハブ」の開設準備

を進めています。 

 

【覚書締結に関して】 

今回、ICT（Information and Communication Technology：情報通信技術）分野の豊

富なノウハウや経営リソースをバックグラウンドに、地方創生やイノベーション創出をミッションとして、協創的

アプローチによる新事業創出を目指す大手 IT 企業との間で、同企業がローンチユーザーとして「イノベー

ション・ハブ」を活用検討するための覚書を締結しました。 

 

覚書に基づきこれから両社は、2016年後半の「イノベーション・ハブ」サービス開始へ向け、インバウンド
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向けビジネスなど具体的事業テーマの事業化、及び多種多様なベンチャー企業などとの異業種間連携に

よる事業シーズ創出などのイノベーション創出活動について、「イノベーション・ハブ」を有効に活用するため

の具体的な検討を進めます。 

 

【今後の事業展開】 

インテンス・アンド・アソシエーツは、従来強みとしてきた、クライアント企業の課題に応じた最上流から実

行支援までの経営サポートに加え、新たに「イノベーション・ハブ」を基軸とした新事業創出サービスを開始

することで、クライアント企業に対しては、自社単独では解決が困難な経営課題に対する提供価値の幅

が拡がるだけでなく、課題の中で最もニーズの高い、イノベーション創出に関してこれまで以上に効果的な

サポートを行なうことが可能になります。 

 

更に、「イノベーション・ハブ」における価値提供を通じて、大手企業とベンチャーやスタートアップの協創

による新たなサービスや産業基盤の創出、自治体と民間企業の協創による地方創生への取り組み、産

学連携によるイノベーション人材の育成など、これからの社会における課題や機会をいち早く捉え、オープ

ンイノベーションにより解決策を創り出し、広く社会に向けて発信していきます。 

 

■インテンス・アンド・アソシエーツ合同会社について 

MAKE A HELP TO COMPLETE YOUR PUZZLE をコーポレート・アイデンティティとして、形式的な

コンサルティングサービスの提供に留まらない、柔軟かつ実行力のあるクライアントの経営課題解決を目的

として 2012 年 1 月に設立しました。業種や業界を問わず、事業成長や再生を目指す企業に対して、

戦略立案からハンズオンでの実行支援に至る幅広いプロフェッショナル・サービスを提供しています。 

コーポレートサイト：http://www.intense-llc.com/ 

イノベーション・ハブ専用ページ：http://www.intense-llc.com/#!innovation-hub/q83wk 

 

■本件に関するお問合せ先 

インテンス・アンド・アソシエーツ LLC 担当：田代 

TEL：03-6416-5425 

Email 用コンタクト URL：http://www.intense-llc.com/contact-us/ 

 

以上 

http://www.intense-llc.com/
http://www.intense-llc.com/#!innovation-hub/q83wk
http://www.intense-llc.com/contact-us/
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For Immediate Release 

June 21st, 2016 
intense & associates LLC 

 

intense & associates signs an agreement in preparation for 

launching a new business incubation project utilizing an 

“Innovation Hub” platform.  

intense & associates has signed an agreement as the initial step of a new 

project utilizing an Innovation Hub platform with a major IT company that 

is planning to start new business incubation projects including the 

inbound tourism market.  

 

intense & associates LLC (i&a), is headquartered in Shibuya, Tokyo and Eiji Michihiro is 

the Managing Partner. i&a is preparing to launch the first project utilizing a brand new 

business platform dubbed the Innovation Hub in order to support business 

development based on open innovation. 

 

Background 

Since intense & associates was founded in January 2012, it has been providing a wide 

range of customizable professional services to many clients. With its wealth of expertise 

and knowledge of business strategy consulting, i&a has partnered with clients to 

develop and deploy business strategy, initiate hands on business reform, negotiate 

M&A, forge alliances, and provide resource training support. 

 

intense & associates has been highly successful in driving business growth and creating 

new value in the market for clients by bringing together external resources and 

supporting collaboration between different industries and experts from diverse fields. 

This success has encouraged new companies to partner with i&a to develop co-

creation relationships between partners from diverse industries and their own existing 

resources. These co-creation relationships have brought new value and growth to our 

clients. 

 

In order to respond to these demands, i&a has developed the Innovation Hub to more 

effectively provide open innovation services to promote cross industry and cross field 

collaboration with the goal of developing new businesses. 

 

Agreement Outline 

The purpose of this agreement is to leverage the industry know-how, best practices, 

and business management resources of a major IT company in the ICT (Information 

and Communication Technology) industry to create better innovative services and 



 

2 

anticipate issues and challenges in advance of a full roll out. This will allow both parties 

to act as launch users to streamline and increase the effectiveness of intense & 

associates’ Innovation Hub platform. 

 

Based on this agreement, both parties will be working towards the start of Innovation 

Hub services in late 2016. They will be ironing out concrete business schemes including 

inbound business, and will initiate a dry run of the Innovation Hub platform including 

creating business seeds via collaborative cross industry projects with various venture 

companies. 

 

Future Business Plan 

intense & associates’ business acumen has helped their clients meet new challenges 

across the complete business lifecycle from strategy planning to execution and 

ongoing management support. By adding this new business incubation service using 

the Innovation Hub as a platform, i&a will be able to provide superior services to clients 

that are struggling to overcome business challenges on their own. 

 

Moreover, through the added value created by the Innovation Hub, i&a will be able to 

support new business launches by resolving issues via open innovation, allowing 

companies to take advantage of opportunities quickly and anticipate future roadblocks. 

Through the inclusion of training innovation resources via industry-academia 

collaboration, regional revitalization via government and local companies, and 

collaboration between major companies and venture start-ups, i&a will be able to 

provide a range of new services to target markets. 

 

About intense & associates 

“Let us help complete your puzzle” is our corporate motto. Our company was 

founded in January 2012 in order to provide innovative consulting services that are 

more flexible, effective, and customizable.  i&a works with senior management teams 

to develop solutions that address the most demanding business challenges our clients 

face today. i&a provides a full suite of professional services including, business strategy 

planning, hands-on executions, and roll-outs, to companies that want to grow their 

business. 

 

Innovation Hub Page: http://www.intense-llc.com/#!innovation-hub/q83wk 

 

Press Contact 

Mr. Yuki Tashiro  

Director  

intense & associates LLC 

Phone: +81-3-6416-5425 

Email: info@intense-llc.com 

http://www.intense-llc.com/#!innovation-hub/q83wk

