
 
 
 
Job Title:    Sales Account Manager 
Department:    Sales 
Reports To:    President / General Manager 
FLSA Status:  Exempt 
Prepared By:  Steve Halfaker  
Date:   February 12, 2020 
 

The Sales Account Manager leverages strong consulting skills and technical knowledge to build 
relationships with engineering, purchasing and management teams within Ryoei USA’s existing 
customer base, and the aluminum die casting and industrial manufacturing industries within 
North America.  Primary offerings will include industry leading die cast lubrication spray 
systems and custom automated solutions. The Sales Account Manager will collect and analyze 
customer, industry, and technology trend data to formulate strategies that will enable 
increased sales to current and prospective customers.  

Responsibilities: 
 

• Penetrate and grow market share of North American aluminum die casting market with 
industry leading spray system technology. 

• Evaluate and implement appropriate sales tactics to increase sales revenue by offering 
and delivering more effective solutions to the customer. 

• Deliver professional presentations on products and services to technical and non-
technical customer audiences. 

• Prepare cost estimates after consulting with customer and after interfacing with 
engineering team to develop a creative and cost-effective concept solution. 

• Responsible for setting account plans & strategies on an annual, quarterly and/or 
monthly basis to achieve target growth milestones.  

• Stay abreast of manufacturing industry trends to promote products and services that 
will address upcoming needs with advanced solutions. 

• Prepare and deliver weekly report account forecasting, opportunity funnel and 
progress/activity. 

• Conduct project kick-off meetings with engineering team to transfer scope of work 
knowledge of the customer project. 

• Share appropriate and timely project information between customer and the company 
to prevent surprises. 



 
• Manage customer expectations by advocating for their needs while protecting a 

project’s profitability. 

• Maintain and improve professional and technical knowledge by attending or 
participating in direct training, educational worships, and professional publications and 
societies. 

• Travel up to 60% of the work week, including some overnight. 

Requirements: 
 

• Bachelor’s degree in engineering, business, marketing, or equivalent years of 
experience. 

• Minimum 10 years of Sales, Business Development/Key Account Management 
experience in the automotive or industrial manufacturing industry.  

• Successful track record in robotic and automated solution-oriented systems sales to 
Automotive OEM’s and tier companies. Japanese tier sales knowledge and experience 
are a plus. 

• Strong awareness and knowledge of competitors and industry trends. 

• Previous experience within aluminum die casting a plus. 

• Exceptional relationship builder with strong communication and listening skills. 

• Excellent problem solving, presentation, interpersonal and conflict management skills. 

• Proficient in Microsoft Windows and Office Suite. 

• Ability to use CRM software tool for sales cycle and opportunity funnel a plus. 

• Bilingual preferred– English and Japanese 

Physical Demands: 

The physical demands described here are representative of those that must be met by an 
employee to successfully perform the general duties of this job. While performing the duties of 
this job the employee is regularly required to stand, walk, sit, and to use enough hand, arm, and 
finger dexterity to operate computer equipment. Requires physical work associated with travel 
including driving, flying, and lifting suitcases and portable computer equipment. Requires visual 
acuity to read words and numbers. Requires speaking and hearing ability to communicate in 
person and over the phone.  

 



 
Work environment  

The work environment characteristics are those generally associated with an office, conference 
room, and manufacturing settings. 

Employment Statement  

Nothing in this job description restricts Ryoei USA’s right to assign or reassign duties and 
responsibilities to this job at any time. All terms and conditions of Ryoei USA’s at-will 
employment, duties, and responsibilities are subject to the Ryoei USA’s Employee Handbook.  

Work Hours 

This is a full-time position. Hours will vary based upon needs and will include evening and 
weekend hours as required. 
 
Salary and Compensation 

• This is a salaried and commission-based position. The starting pay will be commensurate 
with the qualifications and experience of the candidate.  

• Benefits include paid vacation and recognized holidays, health care benefits, and travel 
reimbursement. 

 

Ryoei USA, Inc. is an Equal Opportunity Employer. 

  



 
役職: 営業担当マネージャ 

部署: 営業 

報告: 社長/ゼネラルマネージャー 

FLSA ステータス: 免除 

準備: スティーブ・ハーハーカー  

開催日:2020年2月12日 

 

セールス・アカウント・マネージャは、強力なコンサルティングスキルと技術的知識を

活用して、米国Ryoeiの既存の顧客基盤のエンジニアリング、購買管理チーム、北米の

アルミニウムダイカストおよび工業製造産業との関係を構築し、業界をリードするダイ

キャストスプレーシステムとカスタム自動ソリューションを提供します。セールス・ア

カウント・マネージャは、顧客、業界、およびテクノロジーのトレンドデータを収集お

よび分析し、現在および最終的に見込み顧客への売上の増加を可能にする戦略を策定し

ます。 

責任： 

 

• お客様の苦しい要因を特定し、売上を増やしながら関係を強化する効果的なソリュー

ションを提案する。 

•業界をリードするスプレーシステム技術を使用して北米のアルミニウムダイカスト市

場の市場シェアを浸透し、成長させます。 

• 適切な販売戦術を評価し、実施し、より効果的なソリューションを顧客に提供し、提

供することにより、売上を増やします。 

• 製品やサービスに関する専門的なプレゼンテーションを、技術および非技術的な顧客

の聴衆に提供します。 

• お客様と相談した後、エンジニアリングチームとの対話を経てコスト見積もりを準備

し、創造的で費用対効果の高いコンセプトソリューションを開発します。 

• 目標成長のマイルストーンを達成するために、年間、四半期、月単位でのアカウント

プランと戦略の設定を担当します。 



 

• 製造業のトレンドに遅れずに対応し、今後のニーズに対応する製品やサービスを高度

なソリューションで促進します。 

•毎週のレポートのアカウント予測、機会漏斗と進捗状況/活動を準備し、配信します。 

• エンジニアリングチームとプロジェクトキックオフミーティングを実施し、顧客プロ

ジェクトの作業知識の範囲を転送します。 

• 顧客と会社の間で適切かつタイムリーなプロジェクト情報を共有し、驚きを防ぎま

す。 

• プロジェクトの収益性を保護しながら、顧客のニーズに応じて顧客の期待を管理しま

す。 

• 直接訓練、教育礼拝、専門の出版物や社会に参加したり参加したりして、専門的およ

び技術的な知識を維持し、改善する。 

•一晩を含む、労働週の60%まで移動します。 

要件： 

 

• エンジニアリング、ビジネス、マーケティング、またはそれと同等の年の経験の学士

号。 

• 自動車/製造業における最低10年間の販売、事業開発/主要アカウント管理の経験 

• 自動車OEMおよびティア企業に対するロボットおよび自動ソリューション指向システ

ムの販売における実績日本のレベルの販売知識と経験はプラスです。 

• 競合他社や業界の動向に対する強い意識と知識 

•アルミニウムダイカストプラス内の経験を。 

•強力なコミュニケーションとリスニングスキルを持つ例外的な関係ビルダー。 

•優れた問題解決、プレゼンテーション、対人および紛争管理スキル。 

• マイクロソフトのウィンドウとオフィススイートに習熟しています。 



 

• CRM ソフトウェア ツールを使用して販売サイクルと営業案件を活用する機能 

• バイリンガル - 英語と日本語 

物理的な要求: 

ここで説明する物理的な要求は、この職務の一般的な職務を正常に遂行するために従業

員が満たす必要があるものを表しています。この仕事の職務を遂行する一方で、従業員

は定期的に立ち、歩き、座り、コンピュータ機器を操作するのに十分な手、腕、および

指の器用さを使用する必要があります。持ち上げるスーツケースやポータブルコンピュ

ータ機器など、旅行に関連する物理的な作業が必要です。単語や数字を読み取るために

視覚的な視力が必要です。直接、電話で通信する話し、聴覚能力が必要です。 

職場環境 

作業環境の特性は、一般的にオフィス、会議室、製造の設定に関連付けられているもの

です。 

雇用に関する声明 

この職務内容の中で、この職務に義務と責任を割り当てる権利を制限するものは何もあ

りません。米国の利用規約、雇用、職務、責任のすべての条件は、Ryoei USAの従業員

ハンドブックの対象となります。 

作業時間 

これはフルタイムのポジションです。時間はニーズに応じて異なり、必要に応じて夕方

と週末の時間が含まれます。 

 

給与と報酬 

· これはサラリーマンとコミッションベースのポジションです。開始給は、候補者

の資格と経験に応じたものです。 

· 福利厚生には、有給休暇と認められた休日、医療給付、旅行の払い戻しが含まれ

ます。 

 

米国Ryoei株式会社は機会均等雇用者です。 


