


Four people paying the consequences for a love that went wrong.
One woman endures poverty and a guilty conscience while the other woman plots revenge after her career takes off. Then 

a twisted fate brings the two women back together. Four people stained by adulterous affairs...

因为交错的爱而蒙受痛苦的四个男女！

一个女孩得到的是负罪感和贫穷，另一个女孩得到了成功与报复。残酷的命运让他们再次相逢，

在四个男女心中分别刻下了各自的红字。

交錯する愛に苦しむ4人の男女! 
罪の意識と災難に襲われる女と、成功と復讐を手にした女。苛酷な運命は二人を再会させ、

4人の男女は胸にそれぞれスカーレットレターを刻む。

Synopsis

Han Gyeong-seo (TV writer) / actress Lee Seung-yeon
An aspiring writer who steals her best friend’s boyfriend and then pays for it dearly in an unimaginable way. 
She had a crush on Jae-yong in college but her best friend Hye-lan dated him first. She meets Jae-yong one day 
by coincidence and they fall in love and get married. But Jae-yong is arrested and sentenced to prison later on, 
devastating her life. After struggling to make ends meet all by herself, she is able to change her fortunes with the 
help of Dong-joo who hires her as a screenwriter for his TV drama miniseries.

Cha Hye-lan (Popular actress) / Actress Kim Yeon-joo
She is dumped by her boyfriend Jae-yong just as her acting career is about to take off. Then her brother gets into 
a horrible accident which takes an emotional toll on her. But she overcomes these ordeals to become a popular 
celebrity. 

Jang Jae-yong (Writer) / Actor Kim Young-ho
He marries Gyeong-seo after dumping his college sweetheart Hye-lan. Then he inflicts a serious injury to Hye-lan’s 
brother, and for that he is sentenced to five years in prison. 

Lee Dong-joo (TV director) / Actor Cho Yeon-woo
A successful TV director whose debut show was a big hit. He is handsome and stylish. He’s also a smooth talker 
who is popular with women. He then works together with writer Han Gyeong-seo on his next TV project. 
He is torn between Gyeong-seo and Hye-lan.

韩景瑞 (电视剧作家) / 李丞涓饰 

电视剧作家，并非出于本意地夺去朋友的恋人，由此遭遇意想不到的不幸。

对大学师兄在龙单相思，但同学惠兰先得到了在龙。

日后两人偶然重逢后命中注定般地相爱，却遇到丈夫被捕的不幸。就在她艰辛度日之时，遇到了电视剧制片人东周，并得到了

作为编剧东山再起的机会。

车惠兰 (演员) / 金研周饰

作为演员即将获得成功时遭到恋人在龙的遗弃。而哥哥也遭遇可怕的事故，让她经受磨难。

但她成功地东山再起，如今成为当红演员。

张在龙 (作家) / 金永浩饰

抛弃大学师妹惠兰，与景瑞结婚。 

其间导致惠兰的哥哥重伤，被判5年徒刑。

李东周 (制片人) / 赵软佑饰

处女作电视单剧创下了收视率最高的纪录，作为制片人一帆风顺地获得成功。很有时尚感觉，口才出众，深受女孩青睐。

负责执导景瑞创作的电视剧，在景瑞与惠兰之间摇摆不定。

ハン・ギョンソ (ドラマ作家) /イ・スンヨン
ドラマ作家。心ならずも友人の恋人を奪い取ることになり、これにより想像もできなかった不幸を体験する。 
大学時代の先輩であるジェヨンに片思いしたが、同期のヘランが先に彼を独占する。 
偶然に再会し、運命的な愛に溺れるが、夫が拘束されるという不幸を体験する。苦労した彼女はドラマプロデューサーのト
ンジュと出会い、放送作家として再起する機会を得る。

チャ・ヘラン (女優) /キム・ヨンジュ
女優としての成功を目の前にし、恋人ジェヨンに捨てられる。 
そんな中、兄が大きな事故に遭い、苛酷な試練を体験する。 
しかし、再起に成功し、現在はトップ女優として活躍する。 

チャン・ジェヨン (作家) /キム・ヨンホ
大学時代に後輩のヘランを捨て、ギョンソと結婚した男。 
そんな中、ヘランの兄に重傷を負わせ、5年間服役する。 

イ・ドンジュ (プロデューサー) /チョ・ヨヌ
デビュー作である単幕劇から最高視聴率を記録するなど、華麗なスタートを切ったやり手プロデューサー。ルックス抜群、
ファッションセンスもあり、話術にも優れているため、女性にもてる。 
ギョンソが書いたドラマの演出を担当し、ギョンソとヘランの間で葛藤する。


