
本書は、応募者の参考とするために作成された、本規約の英文正本の日本語訳です。英文正本と日本語訳の間に齟齬があ

る場合には、英文が優先します。当社は、応募者に対して、本日本語訳の正確性及び完全性に対して何らの保証もせず、

英文の内容が変更されたり、日本語訳に誤謬が発見された場合でも、本日本語訳を修正する義務を負いません。応募者ご

自身の責任により、必要に応じて専門家の助言を受けた上で、英文正本の内容をご確認いただくようお願いします。 
（最終更新日：2020年4月13日）（英文正本のタイトル：Google News Initiative Journalism Emergency Relief Fund 
Application Terms and Conditions）  

 
Google ニュース イニシアティブ ジャーナリズム緊急救援基金 

 
申請規約 

 

この申請規約（「本規約」）には、ジャーナリズム緊急救援基金（「本プログラム」）から資金を受領
するための適格条件が記載されています。申請を提出することで、これらの規約に同意したことになり
ます。 

本規約における定義 

● 「ビジネス上の機密情報」とは、競合他社に開示した場合にあなたまたはその他の第三者に実質
的な損害を与えうる、あなた（またはその他の第三者）に関する機密性の高い秘密情報を意味し
ます。 

● 「秘密情報」とは、本規約に基づき一方の当事者が他方の当事者に開示する情報であり、機密
と指定されるか、またはかかる状況下において通常、秘密とみなされる情報を意味します。 

● 「資金」とは、本プログラムにおいて選出された応募者に提供される資金のことを意味します。 

● 「Google」「私たち」及び「当社」は全て、Google LLCを意味します。 

● 「〜を含む」とは、「～を含むが、それに限定しない」という意味で用いられます。 

● 「対象地域」とは、 北米諸国（「NA」）、中南米諸国（「LATAM」）、欧州、中東およびアフ
リカ（総称して「EMEA」）、アジア太平洋諸国（総称して「APAC」）、オーストラリア、
ニュージーランド、シンガポール、日本、並びにブラジルを意味します。 

● 「NA」とは、米国、米国海外領、及びカナダの北米諸国を意味します。 

● 「APAC」とは、 バングラデシュ、ブータン、ブルネイ、カンボジア、クック諸島、東ティモー
ル、イースター島、フィジー、香港、インド、インドネシア、ラオス、マカオ、マレーシア、モ
ルディブ、モンゴル、ミャンマー、ネパール、ニューカレドニア、ニュージーランド、パキスタ
ン、パプアニューギニア、フィリピン、サモア、シンガポール、ソロモン諸島、韓国、スリラン
カ、台湾、タイ、トケラウ、トンガ、ツバル、バヌアツ、ベトナムを含むアジア太平洋諸国を意
味します。 

● 「EMEA」とは、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、クロアチア、キプロス、チェコ、デン
マーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスラン
ド、アイルランド、イタリア、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、
マルタ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スロベニ
ア、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アルジェリア、アンゴラ、バーレーン、ベナン、
ボツワナ、ブルキナファソ、ブルンジ、カメルーン、カーボベルデ、中央アフリカ共和国、チャ
ド、コモロ、コンゴ（ブラザビル）、コンゴ民主共和国（DRC)、ジブチ、エジプト、赤道ギニ
ア、エリトリア、エチオピア、ガボン、ガンビア、ガーナ、ギニア、ギニアビサウ、イラク、イ
スラエル、コートジボワール、ヨルダン、サウジアラビア（KSA）、ケニア、クウェート、レソ
ト、リビア、レバノン、リベリア、マダガスカル、マラウイ、マリ、モーリタニア、モーリシャ
ス、モロッコ、モザンビーク、ナミビア、ニジェール、ナイジェリア、パレスチナ、オマーン、
カタール、ルワンダ、サントメ・プリンシペ、セネガル、セーシェル、シエラレオネ、ソマリ
ア、南アフリカ、スーダン、南スーダン、エスワティニ、タンザニア、トーゴ、チュニジア、ト
ルコ、ウガンダ、UAE、西サハラ、ザンビア、ジンバブエを含む欧州、中東及びアフリカ諸国を
意味します。 

 



 

● 『LATAM」とは、 アルゼンチン、ボリビア、チリ、コロンビア、コスタリカ、ドミニカ共和
国、エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、ホンジュラス、メキシコ、ニカラグア、パナ
マ、パラグアイ、ペルー、ウルグアイを含む中南米諸国を意味します。 

● 「選出された応募者」 とは、本プログラムからの資金提供先に選ばれた応募者を意味します。 

● 「ウェブサイト」とは、 Google ニュース・イニシアティブの以下のウェブサイトを意味します
： https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund 

● 「あなた」および「応募者」とは、権限をもって組織を代表する応募者としてのあなたを意味し
ます。 

 

1. 応募条件  

1.1. 必要な条件 プログラムからの資金提供を受ける条件は以下です。 

(a) 独自のニュースコンテンツを制作し、主要ニュースを中心に報道している（例え
ば、ライフスタイルやスポーツ、企業間取引などを中心とした報道はこれに含ま
れません） 

(b) 2-100名の正社員（フルタイム従業員）のジャーナリストを雇用している（100
人以上を雇用している地域の出版・報道機関もご応募は可能であり、Google の
裁量により審査させていただきます） 

(c) デジタル・オンライン上で活動している。 

(d) 2019年4月15日以前からの活動実績がある。 

(e) 現在の危機的な時期の中で、あなたの仕事がどのように地域社会を助けることが
できるか説明することができる。 

1.2. 制限 　以下に該当する場合は、本プログラムに応募する資格がありません。(i) 政府所有
の団体、 (ii) 対象地域以外の場所で法人化または登録された団体、または (iii)法人化して
いない団体で、対象地域以外の場所を拠点としている。 

2. プログラムの期間  本プログラムは、ウェブサイトに掲載された日付（「プログラム期間」) に開
始および終了します。申請は、本プログラムの終了時またはすべての資金が支払われるまで、順
次受け付けられます。 

 
3. 申請・提案 

3.1. 申請方法はウェブサイトの指示に従ってください。 

3.2. 申請には、資金をどのように使用するかの説明（「提案」）を含める必要があります。 

3.3. 当社は、お客様の申請を評価するために追加の書類を求めることがあり、適格性を確認
するために、該当する政府の制裁リストを含めて、各応募者を審査する権利を留保しま
す(この申請を行うことにより、あなたは、当社がそのような確認をすることができ、求
められた場合には、要求された情報の提供を含め、当社の審査およびデューデリジェン
ス手続きに応じることに同意するものとします) 。 

4. 選考基準 

4.1. 本プログラムは、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）によって世界中の多くの報道
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機関が直面している実存の脅威の中で、独自のジャーナリズムの制作を支援することを
目的としています。 

4.2. 私たちは適正な応募者からのすべての申込を評定します。同一の応募者からの複数の申
請は検討しません。 

4.3. 資金提供先を決める選考は、当社の完全な裁量および判断に委ねられています。当社

は、いずれの申請に対しても選出および資金提供の決定を保証するものではなく、いず

れの申請に対して資金提供を拒否する権利を留保します。 

5. 選考プロセス 

5.1. 私たちは、各申請を、資金提供先の選考のために審査します。私たちは資金の提供に関
して（i）資金提供を受ける応募者 （ii）資金の提供額 （iii） 資金提供のスケジュールに
ついて決定します。 

5.2. 私たちはプログラム期間中、順次電子メールで応募者に連絡し、私たちの決定について
通知します。 

5.3. 当社は、次の場合において、当社の裁量に基づき資金提供の申出を撤回することができ
ます。 （i） 当社が資金提供の申出をしてから30日以内に回答が得られない場合、もし
くは（ii）選出された応募者が当社と資金提供の契約を締結しない場合。 

5.4. 選考および資金提供の日程に関する情報はウェブサイトで公開され、随時変更される可
能性があります。 

6. 資金提供  

6.1. 資金提供の概要 

(a) 資金の提供は、選出された応募者が Google または Google の関連会社と資金提
供に関する契約（ Funding Agreement ) を結ぶことが条件になります。契約には
適正な支出、支払通貨、タイムラインやスケジュール、その他資金提供に関する
規定など詳細が規定される予定です。 

(b) 選出された応募者は、プログラムからの資金の受領に関連して適用される税金を
支払う責任を負います。法律で義務付けられていない限りにおいて、私たちは税
金を差し引きません。 

6.2. 資金の用途  選出された応募者は以下に同意します。 

(a) 申請書に記載した目的のためだけに資金を使うこと、および 

(b) 資金を受領後、180日以内にすべての資金を使用すること。 

 



 

7. 秘密保持と公表  申請や本プログラムへの参加過程において、あなたのビジネス上の秘密情報を
当社と共有しないでください。私たちは、どのようなプロジェクトや応募者に資金を提供するか
について公表することなどにより、プログラムに関連した私たちの活動を公表し、透明化を図り
ます。また当社は、応募者が申請において提出した情報を、ニュース業界全般に関する調査に使
用する場合があります。また、応募者は、これらの調査に関連して、追加の質問がある場合に私
たちが連絡することに同意するものとします。応募者は、Google がイベント、スピーチ、年次
報告書、ソーシャルメディア、オンラインまたはオフラインのあらゆる媒体を含めて以下につい
て公表することができることが、申請の条件であることに同意するものとします。  （i） プロ
ジェクトの種類、業種、場所などを含めた、プログラムの資金がどのように提供されたかを示す
集計データ（ii）応募者の名前と所在地、提供された資金、提案内容といったプロジェクトの情
報。応募者は、この目的のため、応募者の商号、商標、ロゴ、およびその他の独自のブランド表
示を使用できる、非独占的かつ世界全域で有効な、永続的（または適用される法律で許可されて
いる最長期間）、取消不可、譲渡可能、再実施許諾可能、全額支払済、ロイヤリティフリーのラ
イセンスを当社および当社の関連会社に付与します。そのような発表物がある場合には、当社は
前もってお知らせするようにします。 

8. データプライバシー Google は、本申請に関連して提供された個人情報をプライバシーポリシー
に従って取り扱います。 

9. 取消、変更又は失効させる権利 

9.1. 当社は、当社の裁量により、当社の合理的なコントロールが及ばない状況が発生した場
合を含め、本プログラムの中止、終了、変更、または延期、あるいは申請手続きの条件
のキャンセルまたは修正を行うことができます。 

9.2. 当社の裁量により、Google に虚偽、誤解を招くおそれのある、またはその他不正な情報
を提供した応募者からの申請を失格としたり、拒否することができます。 

9.3. 該当する場合は、応募者と Google は、本規約における終了条項の有効性のため、本規
約の終了に裁判所の命令が必要とされる限りにおいて、適用されうる法律の条項、手続
および運用を放棄することに同意するものとします。 

10. 補償 応募者は、応募者の申請、またはブランド表示の使用または複製（7章に記載されている公
表物を含む）が第三者の権利（知的財産権を含む）を侵害または盗用していると主張する範囲の
申し立てまたは第三者の法的手続きに関連するすべての責任、損害、損失、費用、料金（弁護士
費用を含む）、および経費について、Google およびその関連会社、取締役、役員、および従業
員を防御し、補償するものとします。 

11. 表明及び保証 

11.1. 応募者によるもの　　あなたは以下について表明し、保証します。 

(a) あなたが、本プログラムを通じて資金を受領すること、または本規約の条件に基
づく義務を履行することを妨げるその他の契約または義務を締結していないこ
と、および 

(b) 本規約に基づき応募者が Google に提供または許諾したものについて、 Google 
または Google の関連会社による使用は、第三者の権利（知的財産権を含む）を
侵害または違反するものではないこと。 

11.2. 免責  適用されうる法律によって許される限りにおいて、 

(a) 本規約に基づく当事者の表明および保証は本条に明示的に記載されているものに
限定されます。また、 

(b) 両当事者は、（明示的なものであるか黙示的なものであるかを問わず）商品性、
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品質、非侵害性、および目的適合性の保証を含む、その他すべての表明および保
証を排除します。 

12. 責任制限  

12.1. 責任 「責任」とは、契約に基づくか否か、不法行為によるものか、その他（過失など）
によるか否か、及び当事者が予見できるか又は予期したか否かを問わず、あらゆる責任
を意味します。 

12.2. 責任制限 第12.3項（制限の例外）の規定に従って、 

(a) 本規約に起因して、または本規約に関連して各当事者が負う責任の総額は、1万
米ドルを上限とします。 

(b) Google は、応募者または第三者の本プログラムへの参加または申請の提出によ
り、当該応募者または第三者が本プログラムにおく信頼、または結果としてとっ
た一切の行動につき、当該応募者または第三者に対して一切の責任を負いませ
ん。 

12.3. 制限の例外 本規約のいかなる規定も、以下のいずれかの当事者の責任を、除外または制
限するものではありません。 

(a) 詐欺又は詐欺的不実表示 

(b) 相手方の知的財産権の侵害 

(c) 準拠法により責任を免除または制限することができない事項 

13. 一般条項  本規約は、両当事者間にいかなる代理関係、提携または合弁事業を創設するものでは
ありません。Google は、本規約に基づく権利または義務を Google の関連会社に譲渡すること
ができます。Google によるGoogle 関連会社への譲渡を除き、いずれの当事者も、相手方（電子
メール可）の書面による同意なしに、本規約の一部を譲渡することはできません。その他一切の
譲渡は無効です。すべての法的通知は書面によるものとし、相手側の主要連絡先 ( Google の場
合は legal-notices@google.com ) に宛てるものとします。修正は書面で行い、両当事者が署名し
なければなりません。いずれの当事者も、合理的に管理することができない事象によって引き起
こされた不履行または遅延の限度においては、一切の責任を負わないものとします。本規約は、
資金提供の契約とともに両当事者間で合意された本規約の主題に関するすべての条件を記載し、
本規約の主題に関する両当事者間のその他すべての合意を取り消し、これらに代わるものとしま
す。本規約が他言語に翻訳され、英語の文章と翻訳された文章との間に齟齬がある場合は、英語
の文章が優先されます。 

14. 紛争の解決、準拠法  本規約第14.1項乃至第14.5項において定義されている内容は、かかる定義
が該当する項にのみ適用されます。 

14.1. NA、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、日本、またはブラジルの
応募者の場合:　本規約から生じる、またはこれに関連するすべての紛争は、カリ
フォルニア州の抵触法を除き、カリフォルニア州の法律が適用され、米国カリフォ
ルニア州サンタクララ郡内の連邦裁判所または州裁判所で専属的に審理されます。
当事者はこれらの裁判所における対人管轄権に同意するものとみなします。 

14.2. For Applicants in APAC:  

(a) ALL CLAIMS ARISING OUT OR RELATING TO THESE TERMS AND 
CONDITIONS OR ANY RELATED GOOGLE PRODUCTS OR SERVICES 
(INCLUDING ANY DISPUTE REGARDING THE INTERPRETATION OR 
PERFORMANCE OF THE AGREEMENT) ("Dispute") WILL BE GOVERNED BY 
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THE LAWS OF THE STATE OF CALIFORNIA, USA, EXCLUDING 
CALIFORNIA’S CONFLICTS OF LAWS RULES. 

(b) The parties will try in good faith to settle any Dispute within 30 days after the 
Dispute arises. If the Dispute is not resolved within 30 days, it must be resolved 
by arbitration by the American Arbitration Association’s International Centre for 
Dispute Resolution in accordance with its Expedited Commercial Rules in force 
as of the date of these terms and conditions ("Rules").  

(c) The parties will mutually select one arbitrator. The arbitration will be conducted in 
English in Santa Clara County, California, USA. 

(d) Either party may apply to any competent court for injunctive relief necessary to 
protect its rights pending resolution of the arbitration. The arbitrator may order 
equitable or injunctive relief consistent with the remedies and limitations in these 
terms and conditions. 

(e) Subject to the confidentiality requirements in Subsection (g), either party may 
petition any competent court to issue any order necessary to protect that party's 
rights or property; this petition will not be considered a violation or waiver of this 
governing law and arbitration section and will not affect the arbitrator’s powers, 
including the power to review the judicial decision. The parties stipulate that the 
courts of Santa Clara County, California, USA, are competent to grant any order 
under this Subsection (e). 

(f) The arbitral award will be final and binding on the parties and its execution may 
be presented in any competent court, including any court with jurisdiction over 
either party or any of its property. 

(g) Any arbitration proceeding conducted in accordance with this Section will be 
considered  confidential information, including (i) the existence of, (ii) any 
information disclosed during, and (iii) any oral communications or documents 
related to the arbitration proceedings. The parties may also disclose the 
information described in this Subsection (g) to a competent court as may be 
necessary to file any order under Subsection (e) or execute any arbitral decision, 
but the parties must request that those judicial proceedings be conducted in 
camera (in private). 

(h) The parties will pay the arbitrator’s fees, the arbitrator's appointed experts' fees 
and expenses, and the arbitration center's administrative expenses in 
accordance with the Rules. In its final decision, the arbitrator will determine the 
non-prevailing party's obligation to reimburse the amount paid in advance by the 
prevailing party for these fees. 

(i) Each party will bear its own lawyers’ and experts’ fees and expenses, regardless 
of the arbitrator’s final decision regarding the Dispute. 

14.3. For Applicants in EMEA: 

(a) ALL CLAIMS ARISING OUT OR RELATING TO THESE TERMS AND 
CONDITIONS ("Dispute") WILL BE GOVERNED BY THE LAWS OF 
CALIFORNIA, USA, EXCLUDING CALIFORNIA’S CONFLICT OF LAWS 
RULES. 

(b) The parties will try in good faith to settle any Dispute within 30 days after the 
Dispute arises.  If the Dispute is not resolved within 30 days, it must be resolved 

 



 

by arbitration by the American Arbitration Association’s International Centre for 
Dispute Resolution in accordance with its Expedited Commercial Rules in force 
as of the date of these terms and conditions ("Rules").  

(c) The parties will mutually select one arbitrator. The arbitration will be conducted in 
English in Santa Clara County, California, USA. 

(d) Any party may apply to any competent court for injunctive relief necessary to 
protect its rights pending resolution of the arbitration. The arbitrator may order 
equitable or injunctive relief consistent with the remedies and limitations in these 
terms and conditions. 

(e) Any party may petition any competent court to issue any order necessary to 
protect that party's rights or property; this petition will not be considered a 
violation or waiver of this governing law and arbitration section and will not affect 
the arbitrator’s powers, including the power to review the judicial decision. The 
parties stipulate that the courts of Santa Clara County, California, USA, are 
competent to grant any order under these terms and conditions.  

(f) The arbitral award will be final and binding on the parties and its execution may 
be presented in any competent court, including any court with jurisdiction over 
any party or any of its property. 

(g) Any arbitration conducted under these terms and conditions will be considered 
Confidential Information, including the existence of the arbitration, any 
information disclosed during it, and any oral communications or documents 
related to it. The parties may also disclose such information to a competent court 
as may be necessary to file any order or execute any arbitral decision, but the 
parties must request that those judicial proceedings be conducted in camera (in 
private). 

(h) The parties will pay the arbitrator’s fees, the arbitrator's appointed experts' fees 
and expenses, and the arbitration center's administrative expenses in 
accordance with the Rules.  In its final decision, the arbitrator will determine the 
non-prevailing party's obligation to reimburse the amount paid in advance by the 
prevailing party for these fees. 

(i) Each party will bear its own lawyers’ and experts’ fees and expenses, regardless 
of the arbitrator’s final decision regarding the Dispute. 

 
14.4. For Applicants in LATAM: 

(a) ALL CLAIMS ARISING OUT OF OR RELATING TO THESE TERMS AND 
CONDITIONS OR ANY RELATED GOOGLE PRODUCTS OR SERVICES 
(INCLUDING ANY DISPUTE REGARDING THE INTERPRETATION OR 
PERFORMANCE OF THE AGREEMENT) ("Dispute") WILL BE GOVERNED BY 
THE LAWS OF THE STATE OF CALIFORNIA, USA, EXCLUDING 
CALIFORNIA'S CONFLICTS OF LAWS RULES. 

(b) The parties will try in good faith to settle any Dispute within 30 days after the 
Dispute arises.  If the Dispute is not resolved within 30 days, it must be resolved 
by arbitration by the American Arbitration Association’s International Centre for 
Dispute Resolution in accordance with its Expedited Commercial Rules in force 

 



 

as of the date of these terms and conditions ("Rules").  

(c) The parties will mutually select one arbitrator. The arbitration will be conducted in 
English in Santa Clara County, California, USA. 

(d) The arbitrator may not decide by equity. 

(e) Subject to the confidentiality requirements in Subsection (g), either party may 
petition any competent court to issue any order necessary to protect that party's 
rights or property; this petition will not be considered a violation or waiver of this 
governing law and arbitration section and will not affect the arbitrator’s powers, 
including the power to review the judicial decision. The parties stipulate that the 
courts of Santa Clara County, California, USA, are competent to grant any order 
under this Subsection (e). 

(f) The arbitral award will be final and binding on the parties and its execution may 
be presented in any competent court, including any court with jurisdiction over 
either party or any of its property. 

(g) Any arbitration proceeding conducted in accordance with this Section will be 
considered Confidential Information under these terms and conditions's 
confidentiality section, including (i) the existence of, (ii) any information disclosed 
during, and (iii) any oral communications or documents related to the arbitration 
proceedings. In addition to the disclosure rights in these terms and conditions’s 
confidentiality section, the parties may disclose the information described in this 
Subsection (g) to a competent court as may be necessary to file any order under 
Subsection (e) or execute any arbitral decision, but the parties must request that 
those judicial proceedings be conducted in camera (in private). 

(h) The parties will pay the arbitrator’s fees, the arbitrator's appointed experts' fees 
and expenses, and the arbitration center's administrative expenses in 
accordance with the Rules.  In its final decision, the arbitrator will determine the 
non-prevailing party's obligation to reimburse the amount paid in advance by the 
prevailing party for these fees. 

(i) Each party will bear its own lawyers’ and experts’ fees and expenses, regardless 
of the arbitrator’s final decision regarding the Dispute. 

14.5. For Applicants in Brazil:  

(a) ALL CLAIMS ARISING OUT OF OR RELATING TO THESE TERMS AND 
CONDITIONS OR ANY RELATED GOOGLE PRODUCTS OR SERVICES 
(INCLUDING ANY DISPUTE REGARDING THE INTERPRETATION OR 
PERFORMANCE OF THE AGREEMENT) ("Dispute") WILL BE GOVERNED BY 
THE LAWS OF THE STATE OF CALIFORNIA, USA, EXCLUDING 
CALIFORNIA'S CONFLICTS OF LAWS RULES. 

(b) The parties will try in good faith to settle any Dispute within 30 days after the 
Dispute arises.  If the Dispute is not resolved within 30 days, it must be resolved 
by arbitration by the American Arbitration Association’s International Centre for 
Dispute Resolution in accordance with its Expedited Commercial Rules in force 
as of the date of these terms and conditions ("Rules").  

(c) The parties will mutually select one arbitrator. The arbitration will be conducted in 
English in Santa Clara County, California, USA. 

 



 

(d) The arbitrator may not decide by equity. 

(e)  Subject to the confidentiality requirements in Subsection (g), either party may 
petition any competent court to issue any order necessary to protect that party's 
rights or property; this petition will not be considered a violation or waiver of this 
governing law and arbitration section and will not affect the arbitrator’s powers, 
including the power to review the judicial decision. The parties stipulate that the 
courts of Santa Clara County, California, USA, are competent to grant any order 
under this Subsection (e). 

(f) The arbitral award will be final and binding on the parties and its execution may 
be presented in any competent court, including any court with jurisdiction over 
either party or any of its property. 

(g) Any arbitration proceeding conducted in accordance with this Section will be 
considered Confidential Information under these terms and conditions's 
confidentiality section, including (i) the existence of, (ii) any information disclosed 
during, and (iii) any oral communications or documents related to the arbitration 
proceedings. In addition to the disclosure rights in these terms and conditions’s 
confidentiality section, the parties may disclose the information described in this 
Subsection (g) to a competent court as may be necessary to file any order under 
Subsection (e) or execute any arbitral decision, but the parties must request that 
those judicial proceedings be conducted in camera (in private). 

(h) The parties will pay the arbitrator’s fees, the arbitrator's appointed experts' fees 
and expenses, and the arbitration center's administrative expenses in 
accordance with the Rules.  In its final decision, the arbitrator will determine the 
non-prevailing party's obligation to reimburse the amount paid in advance by the 
prevailing party for these fees. 

(i)  Each party will bear its own lawyers’ and experts’ fees and expenses, regardless 
of the arbitrator’s final decision regarding the Dispute. 

 


