Heart surgeon Oh Yeon-joo learns that her father, a famous comic book
artist has gone missing. When she goes to her father’s studio, she is
kidnapped by a man who splattered with blood all over his clothes. Her
instincts as a doctor kick in, and she saves the man’s life. But she stumbles
upon the realization that the man is not from this world. Crossing into
the virtual world of “W” and real world creates all sorts of unexpected
situations that lead to conflict and danger.
Director U Jung Dae-yoon [She Was Pretty(2015)]
Writer
U Song Jae-jung [The Three Musketeers(2014), Nine:Nine Time Travels(2013)]
导演

U 郑大允《她很漂亮(2015)》

编剧

U 宋载正《三剑客(2014)》
，
《Nine:九回时间旅行(2013)》

演出

U チョン・デユン『彼女はキレイだった(2015)』

脚本

外科医生吴妍珠听说身为著名漫画家的父亲失踪后前往画室，却遭
到一个浑身是血的陌生男人绑架。她不明白这到底是怎么回事，在
那个男人临死前救了他，但在醒悟到他所生活的世界不是实际存在
的世界后非常惊讶。穿越现实世界和网络漫画《W》中的假想世界
发生的事件导致无法预测的危机与矛盾，带来一刻也无法松懈的紧
张刺激。
外科医のオ・ヨンジュは有名漫画家である父親の失踪の知らせを
受けて仕事部屋を探していると、見知らぬ血だらけの男にさらわ
れる。オ・ヨンジュは訳も分からないまま死ぬ直前に救い出した
男はウェブ漫画<ダブルユー>の中の主人公カン･チョルだった。
同じ空間の違う次元、それぞれ分離されている現実世界とバーチ
ャルリアリティの世界を行き来しながら繰り広げられるロマンチ
ックサスペンス恋愛ドラマ。

U ソン・ジェジョン『三銃士(2014)』
、
『ナイン～9回の時間旅行(2013)』
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He is the father of Yeon-joo and a famous comic strip artist. As a
long-suffering artist, he stuck-up with a big ego after he has found
sudden fame. Also, he has an inferiority complex that made him
deal with lots of pent-up issues. After a sudden poverty, he faced
of divorce with his wife. He is a sensitive, moody fellow who also
finds it stressful drawing a long-running comic strip. He is irritable
and a functioning alcoholic. He holds the key to everything that is
consuming Kang Chul’s and Yeon-joo’s lives.
吴成武：金义成饰

著名网络漫画家，吴妍珠的爸爸。作为艺术家独善其身、自高自大，
还有因长时间贫寒的无名岁月而产生的自卑心。对在贫穷时与他离婚
的妻子感到愤怒，长期连载漫画也给他带来很大压力，是个感情复杂
而敏感的男人。他总是剑拔弩张，性格乖僻，而且嗜酒上瘾，不喝酒
就无法作画。掌握姜哲和吴妍珠之间不为人知秘密的人物。
オ・ソンム：俳優 キム・ウィソン

人気ウェブ漫画を連載する有名漫画家で、ヨンジュの父親。芸術
家としての独りよがりとうぬぼれに長年貧しく無名だった歳月が
もたらしたコンプレックスと自責の念、貧しい時に離婚した妻に
対する怒り、長い連載によるストレスなど複雑な感情を持つ神経
質な男。常にイライラして気難しく、酒なしでは一カットも描け
ないアルコール中毒だ。カン・チョルとヨンジュの知らない秘密
の鍵を握っている。

She is an excellent secretary working for Kang Chul, and she
immediately catches what he thinks. She has a chic style with a
volatile temper. Despite being a secretary, she nags her boss, Kang
Chul and speaks her mind. Although she is sexy and sassy, she has
had a long crush on Kang Chul since she was in high school. When
Oh Yeon-joo suddenly appears in Kang Chul’s life and shakes things
up, she finds her as a threat to her relationship with Kang Chul.
尹昭熙：郑幼珍饰

姜哲的秘书，善于揣摩姜哲的心思，办事非常迅速。她尽管显
得冷傲，但其实性格火爆。她有时会忘记自己是秘书，对上司
姜哲唠叨，出言不逊。外表性感清高，从高中起，眼里就一直
只有姜哲。突然出现在姜哲面前，扰乱他日常生活的神秘女人
吴妍珠，让她感到非常碍眼。
ユン・ソヒ：俳優 チョン・ユジン

カン・チョルの気持ちをよく把握し、仕事も早い有能な秘書だ
が、クールな見かけとは違い気性が激しく、カッとする性格。
秘書という立場を忘れて上司であるカン・チョルに小言や暴言
を吐く。セクシーで堂々としたルックスの持ち主だが、ソヒの
心視線は高校の時からずっと友人のカン・チョルに向かってい
た。ある日、突然カン・チョルの前に現れて日常を揺さぶるオ
・ヨンジュという謎の女が目障りになり始める。

He is a younger entrepreneur who owns a broadcasting network called, “W”
with a personal net worth of $800 million. Not only is he blessed with geniuslevel of intelligence and good looks, but he also has a humorous personality
and gentle manner. One day, a mysterious woman saves his life and then
vanishes into thin air. He instinctively knew that she has answers for all his
curiosity. But all he knew about her was her name, occupation, and a phony
number that is written on her business card. In fact, it does not even exist in
the world he lives.
姜哲：李钟硕饰

W频道的所有者，财产达到8千亿韩元的最年轻财阀。他还拥有花美
男外貌、天才的头脑与韧性、风度与幽默。他认为突然出现在他面
前，救他性命又忽然消失的神秘医生，会是揭开所有秘密的关键，
于是开始寻找她。他只知道这个女医生叫吴妍珠，手里只有她的假
手机号码和并不存在医院的假名片。
カン・チョル：俳優 イ・ジョンソク
<チャンネルW>のオーナーであり、資産が8千億ウォンに達する青年事
業家。女性の母性をくすぐるルックスと天才的な頭脳と根性、マナー
とユーモアまで兼ね備えた。ある日、カン・チョルの前に忽然と現わ
れて自分の命を救って消えた謎の女がすべての秘密を解いてくれる存
在であることを直感して彼女を探し始める。分かっていることはオ・
ヨンジュという名前と偽の携帯番号、存在もしない病院の胸部外科レ
ジデントという偽の名刺だけだ。

He was once the best mixed martial artist in Korea. He is a confident
guy with loyal manner. When Kang Chul tried to recruit him, he
decided to quit mixed martial arts without any hesitation and joined
him as a business partner. They became a closer business partner
showing powerful chemistry. He feels pressure to see Soo-hee
nursing a crush on Kang Chul.
徐道允：李泰焕饰

姜哲的保镖，曾作为韩国最优秀的格斗选手扬名。性格很有男子气
概，一旦下定决心就会勇往直前。几年前决定与前来找他的姜哲携手
后，毫不犹豫地放弃运动生涯，跟随姜哲。此后成为姜哲的挚友，与
姜哲配合默契，大显身手。得知昭熙单恋姜哲后，感到郁闷。
ソ・ドユン：俳優 イ・テファン

ひとしきり韓国一の格闘技選手として名をあげた。一度決心した
ら後ろを振り向かない男らしい性格で、数年前に自分を訪ねてき
たカン・チョルと手を結ぶ決心をした後は未練を残さず選手生活
を辞め、カン・チョルについて行った。その後、カン・チョルの
親友となってあうんの呼吸を誇る活躍を見せる。カン・チョルに
片思いするソヒの心を知ってもどかしく感じる。

Working as a resident at a general hospital, Yeon-joo suffers from a lack of
sleep and has no time for relationships. She wants to be a brilliant doctor,
but her personal life is a mess as she cannot find a stable relationship with
guys. Even though she is quite lovely, she finds herself being used by guys
and eventually breaking up with them. Then one day, she encounters the
man of her dreams, and it was obvious that he was going to ruin her life.
吴妍珠：韩孝周饰

明世医院胸腔外科实习生，因为通宵工作与睡眠不足，没能谈恋
爱，将青春耗在医院。她很想成为骄傲又酷的医生，但现实却正好
相反，虽然美貌迷人，总会心软， 每次被男人牵着鼻子走。有一
天，一个百分百符合她理想条件的男人出现在她面前，看来她的人
生肯定会被那个男人牢牢掌控了。
オ・ヨンジュ：俳優 ハン・ヒョジュ
徹夜とうたた寝でまともなデートもできずに病院で青春を無駄にしてい
る胸部外科レジデント2年目。堂々としたかっこいい医師になりたいが、
実際は男性との駆け引きを望んでも時折気弱になるせいでそれなりの美
貌でも毎回ダラダラと引きずる恋愛パターンを繰り返して終わってしま
う。そんなある日、純度100％理想のタイプの男が目の前に現れ、彼女の
人生がこの男に握られることは火を見るよりも明らかだった。

