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Q & A

先 輩 社 員 の 声

シノプシスのソフトウェアやIP

もはや我々の生活には欠かせないスマホ・パソコン・自動車・飛行機・医療機器等の最先端デジタル機器。これらの心臓部･頭脳である
半導体の設計には、EDA(Electronic Design Automation)ソフトウェアツールやIP(Intellectual Property)が使用されている。

- シノプシスって何の会社？

シノプシスの強み

日本シノプシス(Nihon Synopsys)は東京に本社を置き、 社員290名で日本の半導体メーカーを
中心にシノプシスのソフトウェアツールとIPの販売/技術サポート、およびIPの開発を行っています。
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Q1： お仕事内容を教えてください。
A1： DDR memory controller IPの開発を担当しています。パソコンやスマートフォン、タブレット等のありとあらゆるIT機
器にDDR memoryが使われています。パソコンのメモリ増設をしたことがある人なら、DDR3-SDRAMのような言葉を聞いたことが
あるかもしれません。 現在は、最先端のDDR5やLPDDR5に関連したIPの開発を行っています。

Q2 : シノプシスという会社の社風はどうですか？
A2 : 自社ツールが使い放題！ストレスなく開発を遂行できます。エンジニアにやさしい自由な社風でのびのびと開発に集中でき
ます。服装、出社時間（※）、さらには勤務場所（※）も自由。今日は自宅で仕事しますといったことも可能です。 私は特に集
中したいとき（とか雨の時とか(笑)）に自宅から仕事することもありますが、自宅に居ても会社にいる時と同じ環境で開発業務を行
えます。開発環境も充実しており、世界中にあるシノプシスのコンピューターファームとシノプシスツールを自由に使ってストレスなく開発
を遂行できます。※新卒のみなさんは、はじめのうちは決まった時間内で、東京本社での勤務となります。

Q1： シノプシスに入社しようと思ったきっかけを教えてください。
A1： 大きなきっかけは、大好きな半導体という分野の中で一番ワクワクする会社だと感じたからです。私は学生時代には情
報工学を専攻し、その中で特に興味を持ったデジタル集積回路の研究に携わっていました。シノプシスを知ったのも研究の延長線
です。シノプシスのEDAツール・IPは世界中の名立たる半導体メーカーが採用しています。そのような競争力のある製品の研究・
開発の仕事に携わりたい、世界で活躍できる半導体エンジニアになりたいと思い、入社を決めました。

Q2 : 実際に入社してみていかがですか？
A2 : シノプシス入社当初は今後への期待も大きい反面、外資系の会社ということもあって不安も大きかったです。しかし、職
場の風通しが良く、何か問題があっても先輩社員とすぐに相談できる環境が準備されており、新入社員のサポートも充実していま
した。また、研修制度もしっかりしていて、ビジネスマナーからRTL設計まで多岐に渡り、仕事をする上での基礎を学ぶことができま
した。今となっては、入社当初に抱いていた不安もなくなり、楽しく仕事に取り組んでいます。

シノプシス本社(Synopsys, Inc.)は
アメリカ西海岸シリコンバレー。全世界に112の事業所を展開し、
11,680名以上の社員を持つグローバル企業です。

海外
 Broadcom Ltd.
 Intel Corporation
 MediaTek Inc.
 NVIDIA Corporation
 Qualcomm, Inc.
 Samsung Electronics Co., Ltd.

and many more…

国内
 株式会社ソシオネクスト
 ソニー株式会社
 株式会社東芝
 パナソニック株式会社
 富士通株式会社
 ルネサスエレクトロニクス株式会社

その他多数…
(五十音順)

主なお客様

先輩社員 H. N
R&D Engineer 

2016年度新卒入社

語学研修が
充実しているので
内定後・入社後に
学べます。英語だけで
なく技術研修もしっかり

ありますので
安心です！

4
東京と大阪に

オフィスがありますが、
インターンシップは

東京本社で行います。
オシャレなオフィスを
ぜひ見に来て
ください！

はい。出産後
復帰して子育て

しながらがんばっている
女性社員もいますよ！
女性マネージャーも
いますので、色々相談
しながら働ける
環境です。

グループ保険や
休暇制度、クラブ活動
など充実してます。
ぜひ会社説明会で
詳細をご確認
ください！

普段は静かで
穏やかな雰囲気だけ
ど、仕事の話になると熱く
語る人もいます。飲み会も
ありますが強制ではなく、
みんなオン／オフを
うまく切り替えて
います。

先輩社員 T. M
R&D Engineer

Synthesis + Optimization + System = Synopsys
シ ノ プ シ ス

求 め る 人 物 像
 新たなアイディア・アプローチを試してみたい人
 何事も謙虚に学ぼうとする 成長意欲の高い人
 困難な状況でも成功目指してチームメイトと努力できる人

シノプシスはEDA/IP業界世界シェア No.1！
名立たる半導体メーカーでシノプシスのツールが導入されてない企業は
無いと言っても過言ではなく、世の中のテクノロジの進化に大きく貢献
している会社なのです。

新卒社員の離職率は
０％です。

勤続年数5年ごとに
会社からプレゼントが

もらえます！

安定した経営力
･12期連続売上増、昨年度売上約27億ドル

技術力・開発力
･ EDA/IP業界で世界シェアNo.1
･ 売上の30％以上を研究開発に投資

人にも自然にも優しい就業環境
･外資系ならではの自由でオープンな社風
･洗練された環境に優しいオフィス空間

（アルファベット順）
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5採 用 関 連 情 報

〒158-0094 東京都世田谷区玉川二丁目21番1号 二子玉川ライズ・オフィス 15F/16F連絡先
人事本部 新卒採用担当 EMAIL：gakusei@synopsys.com日本シノプシス合同会社

職種 未定
（東京本社）東京都世田谷区玉川二丁目21番1号 二子玉川ライズ・オフィス
【交通】田園都市線・大井町線「二子玉川駅」より徒歩1分

駅直結なので雨に濡れず、通勤・買い物に便利です！
勤務時間 9:30-17:45 （実働7時間15分、フレックスタイム制、コアタイム無し）

2017年4月 初任給実績 （※月30時間までの時間外労働時間手当を含む）
高専： 月給304,000円 大卒： 月給329,000円 院了： 月給342,000円

諸手当 超過勤務手当、通勤交通費（全額）
賞与 会社業績と個人の評価に応じて

完全週休2日制（土・日）、祝日、年末年始、会社指定休日（2日）
有給休暇（初年度12日）、夏期休暇、慶弔休暇
健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、
団体保険（長期障害所得補償、総合福祉団体、業務災害）
確定拠出年金制度、社員持株制度、慶弔見舞金制度、
産前産後・育児休業・介護休業制度、
看護休暇（親・配偶者・子女※年間20日間まで有給）、介護休暇、

募集要項

休日休暇

保険

勤務地

給与

福利厚生

給与・福利厚生（待遇）

傷病特別休暇、EAP（Employee Assistance Program 従業員支援プログラム）

COMPANY GUIDE

“私たちの技術がなければ
スマートフォンも
生まれなかったでしょう”

. . . President, Nihon Synopsys

（2018年6月作成）

事業内容 ・ASIC/システムLSI/メモリー/イメージセンサー等、半導体設計用ソフトウェア（EDA: Electronic 
Design Automation）およびIPの開発、販売、保守ならびに設計コンサルティング業務
・ソフトウェア開発において、高い品質とセキュリティーを高効率で実現するための技術とツールの開発、
販売、保守ならびにコンサルティング業務

設立 1986年12月 (Synopsys, Inc.)

資本金 5,000万円（Synopsys, Inc.グループ 100％出資）

従業員数 290名（2017年度末）

売上高 【グループ連結】 27億2,500万ドル（2017年度末）※12期連続黒字

代表者 社長 職務執行者 藤井 公雄
■東京本社／東京都世田谷区玉川二丁目21番1号 二子玉川ライズ・オフィス 15F/16F
■大阪営業所／大阪府大阪市北区豊崎3丁目19番3号 ピアスタワー13F

Synopsys, Inc.
【社員数】 11,680名（2017年度末）
【所在地】 本社／シリコンバレー（カリフォルニア）
【事業所】 112ヶ所

■日本シノプシス
http://www.synopsys.com/japan
http://www.synopsys.com/japan/careers   (採用ページ)

■Synopsys, Inc. （親会社） http://www.synopsys.com

Company Profile

事業所

親会社

会社ホームページ

【上 場】 NASDAQ
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