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This story is about a mother who abandons her own child and identity 
to chase her success to live a luxurious life. However, she is reunited 
with the self-raised daughter by a coincidence and these two fall 
in love with two ambitious brothers, and become embroiled in a 
power struggle. Through these characters, we ask, what is the true 
happiness that is more valuable than money, honor, and power.

一个充满野心不惜抛弃亲生女儿改变身份获得成功的女人和与自己遗弃的女儿重

逢后发生的一系列关于人性讨论的故事。妈妈想像绚丽的鲜花般生活，拼命追逐

成功。女儿像杂草般顽强地生活并获得成功。两个男人爱她们，梦想不同的幸

福。通过他们的故事探讨什么是比金钱更有价值，比名誉更高大，比权势更有威

力的真正幸福。

 

野望にあふれ、自分の娘まで捨て、身辺整理に成功した女性が、捨てた娘と
の再会しながら起こる強烈な出来事を綴ったヒューマンメロドラマ。華麗な
花のように生きるために、執拗に成功を追いかけた母親、たくましい雑草の
ような生き方で成功を手に入れた娘。そして、そんな二人を愛しながら、互
いに異なる幸せを夢見る男たち。彼らの姿を通じて、金よりも価値のある、
名誉よりも高く、権力よりも強い本当の幸せについて問う。

Synopsis
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Kang,Yi-sol

Park, Jae-jun Park, Min-jun

Lena Jung
She is a daughter of Lena Jung but she was abandoned when she was a baby, and was 
adopted by the maid who was working for her biological dad Seo, In-chul. To her foster 
mother, Kang is a wonderful friendly daughter who takes care of her younger sister Kang, Eun-
sol. To pay off her stepfather's debts, she had to give up her dream to enroll in culinary school 
and began working at the age of 17, and is the sole person with an income in her family. Later, 
she gets hired at a TNC-owned restaurant and becomes engaged in a rivalry with Chef Lena 
Jung without knowing that Lena is her biological mother.

江伊瑟  l 李晟京饰

           蕾娜郑和徐仁哲的私生女，遭到亲生父母抛弃后被当时在生父家当保姆的具
阳顺领养。对阳顺来说是最要好的朋友和孝顺女儿，对妹妹江恩瑟是凡事甘愿做出
牺牲和谦让的善良姐姐。为了替父亲还债，她从17岁起开始打工，因为学费放弃到
烹饪系就读，实际上担负起养家糊口的重任。她在替人相亲时与TNC集团会长的二
儿子朴在俊结缘。来到TNC餐厅工作后，不知道厨师蕾娜郑就是自己的生母，与其
展开激烈的竞争。

カン・イソル  l  俳優　イ・ソンギョン
          「レナ・チョン」と「ソ・インチョ
ル」との間で生まれた私生児。実の父母に捨
てられ、実父の家政婦だったク・ヤンスンの
養子になる。ヤンスンにとってはかけがえの
ない友達であり孝行娘であり、妹カン・ウン
ソルにとってはいつでも自分が犠牲になって
妥協する優しい姉である。父親の借金返済
のために17歳の時からバイトを始めたイソ
ル。学費が払えず、調理学科の入学まであき
らめて実質的な家長の役割をする。そして、
代理見合いのバイトで出会ったTNCグループ
の次男パク・ジェジュンに出会う。TNCレス
トランに就職した後、シェフであるレナ・チ
ョンが生母であることも知らずに、彼女と熾
烈な争いを繰り広げる。

He is the son between the Chairman Park and his second wife. He 
has handsome looks, a charming voice, money to burn at will, a 
playboy lifestyle, and a thoughtful personality. He is an obedient son 
to his mother who loves him dearly. He goes on a blind date with 
Kang Yi-sol and he finds her charming, but becomes disappointed 
at her when he finds out that she is just a part-time worker without 
a college degree. Ordered by his father to start from the bottom 
to learn about the restaurant business, Park begins working as 
a waiter at a TNC-owned restaurant. He finds himself working 
alongside Yi-sol, and once he sees the real side of Yi-sol, he decides 
to support her in her dreams. 

朴在俊  l 尹博饰

           TNC集团会长的二儿子，相貌俊秀，口若悬河，拥有
财富，而且考虑周到，是个花花公子。尤其面对疼爱自己的
马女士就非常软弱，按照妈妈的意愿，为了和从没见过面的
女孩相亲前往高雄。在那对替人相亲的江伊瑟产生好感，但
得知伊瑟是受雇的替身后感到失望。接受父亲让他从底层学
起的命令，到TNC餐厅当服务员，在那与江伊瑟重逢，发现
真实的她从而成为其坚实的后盾。

パク・ジェジュン  l  俳優　ユン・パク
          TNCグループの次男。抜群のルックス、洗練されたトー
ク、豊富な財力、その上、思慮深い性格まで兼ね備えた浮気
者。特に息子のことなら見境がなくなる母親に滅法弱いジェジ
ュンは母親の意思に従い、一度も顔を見たことがない女性とお
見合いをするために、遠い高雄へと飛ぶ。そこで、代理でお見
合いに出てきたカン・イソルに好感を持つが、バイトであるこ
とを知って失望する。父親から一から学べと命令され、TNCレ
ストランのウェイターとして働くようになるが、そこでイソル
と再会し、彼女の真面目なところに気づき、彼女の力強い助っ
人になる。

He is the eldest son of the family that owns the TNC Group, a large 
restaurant franchise. He is a workaholic who does not find most 
women attractive or worth the pursuit after having bad experiences 
with women. One day, he becomes smitten by Lena, a new hire at 
one of his restaurants, and gets married with her for her bubbly 
personality. But after learning that Lena has orchestrated the 
whole ploy to seduce him, he starts to treat her with disdain. 
However, when he sees that Lena has a soft spot behind her tough 
personality, he warms up and finds true love at last. 

朴民俊  l 李钟赫饰

          TNC集团会长的长子，外餐事业部的本部长，因为不
相信男女之爱失去笑容，成为面对异性心如木石的工作狂。
他迷上餐厅经理蕾娜郑纯净开朗的性格和她结婚，但发现这
一切都是蕾娜郑策划好的有意接近后，以各种方法侮辱她，
宣布他们的婚姻生活中没有爱情，决心只作橱窗夫妻。但是
后来发现她暗藏在恶毒后面的软弱，慢慢醒悟到真正的爱。

パク・ミンジュン   l  俳優　イ・ジョンヒョク
          TNCグループの長男であり、外食事業部の本部長であるミ
ンジュンは女性と愛に対する不信感で笑顔を忘れ、異性に見向
きもしないワーカホリックである。そんなミンジュンがレスト
ランのマネージャーとして入ってきたレナ・チョンの清らかで
純粋な性格に惹かれて結婚に至る。しかし、すべてレナが計画
した意図的なアプローチであることを知ってから、ことあるごと
にレナを侮辱しながら愛情のない結婚生活を宣言し、仮面夫婦と
して生きる決心をする。しかし 毒気のある裏の顔に隠れる彼女の
弱い一面を目にして、次第に本当の愛を知るようになる。

As a young child, she was smart and pretty but after her being sent to an orphanage, she 
endured poverty and stigma of being an orphan. She later worked at a general hospital as 
a nutritionist and fell in love with a young doctor, Seo, In-chul but he leaves her after her 
being pregnant with his baby. She decides to leave her baby with Seo's family and takes off 
to America to enroll in a culinary school. She changes her name and works hard to succeed 
as a chef but she eventually returns to Korea after 20 years with only the clothes on her 
back. Her last plan is to take over the TNC group and marries Park, Min-jun, but an annoying 
nuisance as Kang, Yi-sol thwarts her career at every turn. However, she finds out that Kang is 
actually her daughter whom she abandoned. 

蕾娜郑  l 金成玲饰

           虽然天生漂亮聪慧，但因为是孤儿对贫穷的精神创伤很深。在综合医院当营
养师时，与住院医生徐仁哲相爱，但怀有身孕后遭到抛弃。她把刚出生的女儿交给
孩子的生父，独自出国留学，改名后埋头学习烹饪，但20年后身无分文地回到韩
国。她野心勃勃地胸怀掌握饮食行业巨头TNC集团的计划，与集团会长的长子朴民
俊结婚，但与年幼的江伊瑟处处发生冲突。她渐渐发现里率就是自己抛弃的女儿。

レナ・チョン  l  俳優　キム・ソンリョン
          天性の美貌と頭の良さを兼ね備えていた
が、児童養護施設出身という烙印のせいで貧しさ
に対する深いトラウマを持つレナ。そんな彼女は
総合病院の栄養士として働くなか、レジデントの
ソ・インチョルと恋におちるが、妊娠が分かって
捨てられてしまう。そして、生まれたばかりの娘
を実父に渡して留学し、改名までして料理人の道
に専念したが、結局20年ぶりに無一文になって
帰国する。飲食業界の巨頭TNCグループを手に入
れるという野心に満ちた計画を胸に、グループの
長男であるパク・ミンジュンと結婚するが、はる
かに若いカン・イソルとことごとく衝突するよう
になる。そして、次第にイソルが自分の捨てた娘
であることに気づく。
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