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COMPANY GUIDE FOR STUDENTS

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)ツールや
設計済み回路ブロックであるIP(Intellectual Property)、ソフトウェア開発支援ツールが使用されてい
ます。SynopsysはこれらEDAツールとIPを開発・販売・サポートする会社です。また、Synopsysで
はソフトウェアのセキュリティとクオリティを高める開発ツールやサービスの開発・販売・サポート
も行っております。

日本シノプシスはSynopsys, Inc.の日本法人です

シノプシスのEDAツールやIP

- シノプシスって何の会社？

Synopsys, Inc.(シノプシス)はアメリカ西海岸シリコンバレーに本社を構え、
全世界に120の事業所を展開し、約14,500名の社員を持つグローバル企業です。

Southeast Asia
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SynopsysはEDAツール世界シェアNo.1！ インターフェイスIP(CPUコアIP除く)世界シェアNo.1！
System-on-Chipの世界ではますますの高機能・高性能が要求されており、
常に革新的な最先端設計技術の開発に努力しています。

Electronics製品やSystem-on-Chipのメーカーがお客様
半導体やシステム・メーカーでシノプシスのツールが導入されていない

企業は無く、テクノロジの進化に大きく貢献しています。

日本シノプシスの主要取引先

社名の由来

Synthesis + Optimization + System = Synopsys

シノプシスはEDA/IP業界世界シェア No.1！

1986年にAart de Geus博士が創業以来
30年以上にわたりエンジニアがシノプシスの
テクノロジーを使用して何十億もの半導体や

システム機器を設計開発しています

• Application security testing & quality

• Leader in Gartner’s Magic Quadrant 
Software

• Fastest engines & unified platform 

• HW/SW verification & early SW bring-up Verification

• Broadest portfolio of silicon-proven IP

• #1 interface, embedded mem. & physical IPIP

• Digital & custom AMS platforms

• Best quality of results & highest productivity
Design

• TCAD, lithography tools & yield optimization 

• Down to 5nm & below
Silicon

Synopsys: Silicon to Software

Synopsysの強み

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
･ えるぼし認定マーク取得（厚生労働省）
･ LEED Gold Certificate取得の環境に配慮したオフィス

安定した経営力
･ 14期連続売上増、昨年度売上約33.6億ドル

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

旭化成エレクトロニクス株式会社 トヨタ自動車株式会社

株式会社アドバンテスト 株式会社トッパン・テクニカル・デザインセンター

アルプスアルパイン株式会社 株式会社ニコン

NTTエレクトロニクス株式会社 日本電気株式会社

オリンパス株式会社 パナソニック株式会社

キオクシア株式会社 株式会社 日立製作所

キヤノン株式会社 富士電機株式会社

京セラ株式会社 富士通株式会社

コニカミノルタ株式会社 三菱電機株式会社

セイコーエプソン株式会社 株式会社メガチップス

株式会社ソシオネクスト 株式会社リコー

ソニー株式会社 ルネサスエレクトロニクス株式会社

株式会社デンソー ローム株式会社

東芝デバイス＆ストレージ株式会社    ・・・ and many more
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先 輩 社 員 の 声

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！
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オフィスは東京と
大阪にありますが

勤務地は二子玉川の
東京本社です。とても

スタイリッシュな
オフィスです！

はい。出産後
復帰して子育て

しながら頑張っている
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
穏やかな雰囲気ですが

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。

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を目指してチームメイトと努力できる人

新卒社員の
3年以内の離職率は

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！

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。

先輩社員 H.N.
R&D Engineer

2016年度新卒入社

Q1：お仕事内容を教えてください。
A1：Analog Mixed Signal 回路シミュレータ及び関係ツールのアプリケーションエンジニアをしています。製品

を使用されているお客様の技術サポートや、ツールトレーニングやセミナーの講師、設計においてお悩みの
あるお客様へのツールを介したソリューションのご提案等の業務があります。

Q2 : 育児と仕事の両立はいかがですか？
A2 : 仕事も、育児も、家事も、全て自分の納得のいくまで…というのは物理的にも無理があるので、折り合いを

つける必要があります。この“折り合い”は、夫との分担や保育園、学童、お掃除ロボット等だけではバラ
ンスを取るのが難しく、職場の理解と、フレキシビリティのある環境により、非常に助けられています。
子育てに限らず、介護であったり、体の不調であったり、生活面では皆さんそのときそれぞれの状況があり
ますが、シノプシスは社員を尊重し、社員及びその家族の生活面も配慮をしてくれる会社だと思います。

先輩社員 A. I
Applications

Engineer

インターンシップ参加者の声

https://www.synopsys.com/content/dam/synopsys/japan/documentation/careers/comment-from-internship-trainee.pdf
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会 社 情 報

採 用 関 連 情 報

【連絡先】 人事本部 新卒採用担当 Email: gakusei@synopsys.com 

事業内容 ■ASIC/システムオンチップ(システムLSI)/メモリー等の半導体の設計/検証ツール(EDA：Electronic

Design Automation)およびIP(再利用可能な設計済み半導体回路)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 5000万円（Synopsys, Inc. グループ 100％出資）

従業員数 290名（2019年度末）

売上高 【グループ連結】　33.6億ドル（2019年度末）※14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】　約14,000名（2019年度末）

【所在地】　本社／マウンテンビュー（カリフォルニア）

【事業所】　120ヶ所（北アメリカ、ヨーロッパ、日本、環太平洋地域、中東地域など）

【 上 場 】　NASDAQ

Company Profile

事業所

米国本社

日本シノプシス合同会社 https://www.synopsys.com/ja-jp.html

日本シノプシス 採用ページ https://www.synopsys.com/ja-jp/japan/careers.html

Synopsys Inc. https://www.synopsys.com/

Websites

職種 アプリケーションエンジニア

（東京本社）〒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

　　【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）

前年度　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結果に応じて

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

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

ベネフィット・ワン、クラブ活動補助、学習支援制度

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）


