
RULES AND REGULATIONS ON CERTIFIED ISAT QUALIFIER 

 

ARTICLE 1 Membership of International SAT Association is not necessarily 

required for certified ISAT qualifier.  The qualification is valid for three years from 

the date of acquisition. 

 

ARTICLE 2 For the renewal of the qualification, the SAT coachers of beginner’s 

level are required to constantly keep in mind to make good progress and as the 

refresher training to participate either in the basic course or the advance course of the 

SAT coachers training at the preferential fee at least once during the ongoing three 

year term. 

 

ARTICLE 3 For the renewal of the qualification, the SAT coachers of intermediate 

level are required to constantly keep in mind to make good progress and as the 

refresher training to participate either in the advance course or the master course of 

the SAT coachers training at the preferential fee  at least once during the ongoing 

three year term. 

 

ARTICLE 4 Those Certified ISAT Qualifiers who wish to renew the qualification 

are required to send in the Application for Renewal of the Qualification with copies of 

certificates of completion of the training courses stipulated in the preceding articles 

attached thereto to the below mentioned office in charge of the renewal of 

qualifications. 

 

ARTICLE 5  In case necessary credits are not obtained by the designated 

expiration date for renewal of qualification, those Certified ISAT Qualifiers who wish 

to renew the qualification are required to be recertified by taking the SAT coachers 

training courses at the regular fee; basic or advance course for the SAT coachers of 

beginner’s level and advance or master course for those of intermediate level. 

 
 
The office in charge of the renewal of qualifications : SDS Corporation、 501, No.3 

Motoyawata Diamond, 2-6-18 Yawata, Ichikawa City, Chiba Pref. 272-0021 Japan      

Phone : 047-332-3638  Fax : 047-332-3643   E-mail address : info@kksds. com  

 
 
 
 
 
 
 
 



【ISAT 公認 SAT COACHER】Primary（初級）・Senior（中級） 

能力要件 

心の本質的欲求を上手に充足しあえる技能（遺伝的気質アセスメント、アサーション、リスニング、ストレスマネジメント、ディベート、リ

ラクセーション、レジリエンストレーニング、グループカウンセリングなど）を活用したコーチングができます。 

                                            【初級・中級ＳＡＴ資格者】 

資格の審査、登録 

１. ISAT国際資格研修（SATコーチャートレーニング研修）の初級はベーシック、アドバンス、中級はマスターセミナーを受講してくだ

さい。  

２. アドバンスセミナーの第１日目終了後に初級学科試験、マスターセミナーの第１日目終了後に中級学科試験がありますので、 

当日試験料 2,000 円を添えて申し込みます。 

    （テキスト：宗像監修「ＳＡＴ法を学ぶ」（金子書房）から出題されます）。  

３. 資格審査のために、ISAT事務委託機関 筑波大学発ベンチャーSDSにSATコーチャー初級、中級資格申請書 のほかに 

（初級） ①「Success Checklist(（Primary）)   （中級）①「Success Checklist（Senior）」 

    ②「初級学科試験合格書のコピー」          ②「本人の自己理解シート」 

                                          ③「すべてのコーチアセスメント」  

                             ④「ファシリテータ－評価票」 

                                ⑤「中級学科試験合格書のコピー」   を送付ください。 

４. 審査終了後、審査結果が送られてきます。合格した場合、指定されたお振込み先に資格公認登録料（５,000 円）をお振り込みください。 

後日、ISAT 公認資格「SAT COACHER PRIMARY」 あるいは「SAT COACHER SENIOR」 証書が送付されます。  

 

※ 資格認定には ISAT または NPO 法人ヘルスカウンセリング学の会員であることが必要です。 

   入会登録申請をされる方は学会事務局にご連絡ください。 

   なお学会入会申込みにつきましては「入会手続き」をご覧ください。 

資格の更新 

1. 更新２ヶ月程前になると学会事務局から「更新のお知らせ」が届きます。  

2. 同封された「資格更新申請書」を記載の上、事務局にご返送ください。   

３ 更新の際、リフレッシュ研修（初級は BASIC あるいは ADVANCE）{中級は MASTER}が必要です。それが満たされない場合はリフ

レッシュ研修ではない通常の SAT コーチャートレーニング研修を受講することによって認められます。  

４. 申請書が認められましたら、事務局より登録のご案内が届きます。更新料金 2,000 円を振り込まれますと証明書が届きます。 

有資格者のためのリフレッシュ研修  

１. SAT COACHER 資格者は、最新の知識や技法を身につけるために、SAT コーチャートレーニング研修のベーシックあるいはアドバ

ンスあるいはマスターのセミナーを、それぞれ 21,000 円（税込）で受講できます。 

２. お申し込みや受付段階で、「リフレッシュ研修」と申し込まれることや資格書のコピーの添付、明示をお願いします。但し、既に正規

の受講料金を振り込まれている場合、あとでは清算しかねますので、予めご注意ください。またリフレッシュ研修なので修了証は発行

されませんが、領収書などで受講証明をさせていただきます。                         

* ＩＳＡＴ＝Inter SAT Association      ISAT 資格審査機構（２０１１年１月） 

http://www.healthcounseling.org/seminar_ss.html#basic
http://www.healthcounseling.org/seminar_ss.html#advance
http://www.healthcounseling.org/seminar_ss.html#advance


 

ISAT 公認資格則 

 

第１条 
当分は、ISAT 公認資格者は INTERNATIONAL SAT ASSOCIATION の

会員であることは要しない。資格取得日以降３年間有効である。 

第２条 

資格更新にはその３年間に有資格者として常にレベルアップを考え、その

間にリフレッシュ研修として、SATコーチャー初級はSATコーチャー・ト

レーニング研修BASICあるいはADVANCEコースの 1 回以上の研修参加

を要する。 

第３条 

資格更新にはその３年間に有資格者として常にレベルアップを考え、その

間リフレッシュ研修として、SATコーチャー中級はSATコーチャー・トレ

ーニング研修ADVANCEあるいはMASTERコースの1回以上の研修参加

を要する。 

第４条 
資格更新年に、前項を満たす各研修参加の証明書となるもの（修了証）の

コピーを資格更新申請書とともに、下記の申請事務取り扱い所に送付し、

資格更新すること。 

第５条 

指定された資格更新期日までに単位数が取得されなかった場合、資格再発

行には正規費用でSATコーチャー・トレーニング研修（SATコーチャー初

級はSATコーチャー・トレーニング研修BASICあるいはADVANCEコー

ス； SATコーチャー中級はSATコーチャー・トレーニング研修

ADVANCEあるいはMASTERコース）を受講し、再認定を受ける必要が

ある。 

申 請 事 務 取 り 扱 い ： 株 式 会 社 SDS 〒 272-0021 千 葉 県 市 川 市 八 幡

2-6-18-501（No. 3 Motoyaｗata Diamond Bldg. Rm. 501 2-6-18 

Yawata Ichikawa-shi, Ciba-ken 、JAPAN 272-0021） 

Phone ： 047-332-3638 Fax ： 047-332-3643  

E-mail：info@kksds.com 
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