＜抄訳＞ RSインベストメンツ社、日本の投資信託の再委託先に
米国小型成長株への集中投資戦略が"新生ファンド"のラインアップに登場

6月8日、サンフランシスコ - RSインベストメンツ (以下、「RSIM」) 社は、日本を代表する金融機関 株式会社新
生銀行（総資産900億ドル超）の関連運用会社が新たに設定する投資信託の再委託先に選出されたと発表した。同投
資信託は日本初の米国小型成長企業に集中投資を行う公募ファンドとして、株式会社新生銀行に加え、オンライン証
券大手の楽天証券株式会社、ブティック型証券会社の内藤証券株式会社の3社により販売される。

この新ファンドは、ベテラン・ファンド・マネージャーJim Callinan氏率いるRS Growthチームが運用を担当、RS
Growthチームは、小型成長株投資での豊富な実績を誇り、チーム・メンバー累計で50年以上もの投資経験を有する。
新ファンドでは、米国経済の成長を牽引する新興サブ・セクターの小型成長企業20-30社を組み込んだポートフォリ
オを構築する。

RSIM社の最高経営責任者 (CEO) Terry Otton氏は、「株式会社新生銀行がRSIM社を再委託先として選んだ事は、
我々の運用チームそして小型成長株投資戦略への高い評価の表れである。」とコメント。更に「株式会社新生銀行は
日本の金融界で際立った存在であり、同行にパートナーとして選ばれるのは栄誉である。」と語った。

“アメリカン・ドリーム・ファンド"と名付けられた新ファンドは、6月上旬に日本の投資家を対象に募集が開始さ
れ、2007年6月29日に運用を開始する。

RSIM社は、ファンダメンタルズ・リサーチ、規律ある運用プロセス、そして長期的に安定した投資スタイルの追求
という理念を共有する経験豊富な運用チームを擁し、グロース、バリュー、コアの米国株式投資戦略に加え、債券、
米国外株式の運用も行う。個人投資家を対象に公募投資信託を、機関投資家向けにセパレート・アカウントを運用。
同社は1986年に設立され、現在はGuardian Investor Services LLC社の独立系子会社として、米国のサンフランシス
コとニューヨークに拠点を置いています。

新ファンドを設定する新生インベストメント・マネジメント株式会社は、株式会社新生銀行の100％子会社。株式
会社新生銀行は、法人及び個人顧客を対象に金融商品と関連サービス全般を提供し、日本全国で29支店を展開する。
ベイビュー・アセット・マネジメント株式会社はRSIM社の元子会社であり、現在は日系かつ独立系の運用会社。同社
は、新生インベストメント・マネジメント株式会社が設定する新ファンドのポートフォリオ運用を担当するRSIM社を
サポートする。

本資料はRSインベストメンツ社によるプレスリリースをベイビュー・アセット・マネジメント株式会社が抄訳した
ものであり、特定の取引や商品あるいは有価証券の勧誘ないし推奨を目的としたものではありません。また、本資料
に記載された情報を使用することによりお客様または第三者が被った損害等を補償するものではありません。本資料
と同プレスリリースとの間に内容の乖離がある場合には、同プレスリリースが本資料に優先します。本資料は目的の
如何を問わず、その全部または一部をベイビュー・アセット・マネジメント株式会社の許可なしに複製・複写・転記
する事、および第三者に開示する事を禁じます。

＜本文＞RS Investments Selected To Subadvise New Japanese Investment Trust
Concentrated U.S. Emerging Growth Strategy Underpins "Shinsei Fund"

San Francisco, June 8, 2007 - RS Investments announced today it was selected to subadvise a new investment trust offered by the
investment arm of Shinsei Bank, a leading Japanese financial institution with more than $90 billion in assets. The investment
trust will be the first retail mutual fund in Japan to offer a concentrated portfolio of small U.S. growth companies. The fund will
be distributed by Shinsei Bank as well as two brokerage houses: Rakuten Securities, a top online broker, and Naito Securities, a
quality boutique broker.

The fund will be managed by the RS Growth Team, led by veteran portfolio manager, Jim Callinan. The RS Growth Team brings
considerable experience in the small-cap growth arena, collectively logging over 50 years of industry experience in the space.
The team will manage a portfolio of 20-30 small cap growth companies operating in new, emerging sub-sectors of the economy.

"Shinsei's choice of RS as subadvisor reflects great confidence in the RS team and our small-cap growth investment strategy,"
said Terry Otton, CEO of RS Investments. "Shinsei Bank has a significant presence in the Japanese marketplace, and we're very
pleased to partner with a firm of their stature."
The new fund, called the "American Dream Fund," will be introduced to Japanese investors in early June and commence
operations on June 29, 2007.

RS Investments (RS) is a family of experienced investment management teams united by a common focus on fundamental
research, a disciplined investment process, and the pursuit of long-term investment excellence. RS Investments offers growth,
value, and core equity strategies as well as subadvised fixed income and international capabilities. The firm manages mutual
funds and separate accounts for individuals and institutions. RS is an independent subsidiary of Guardian Investor Services LLC.
The firm was founded in 1986 and has offices in San Francisco and New York.

Shinsei Investment Management, which is launching the new fund, is a wholly-owned subsidiary of Shinsei Bank. Shinsei Bank
provides a full range of financial products and services to both institutional and retail clients and operates a network of 29
branches in Japan.
Bayview Asset Management, the former subsidiary of RS and now an independent Japanese asset management firm, provides
support to RS Investments in managing the fund for Shinsei Investment Management.
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