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언제나 봄날 / 春日常在 / いつでも春の日

SYNOPSIS
With an underlying theme of hope in a stressful, disconnected world, this drama centers around filial piety, family bonds and people of good character.
This drama reveals the true meaning of marriage and love by depicting the current dating scene and social attitudes while contrasting the personalities amongst young people looking for a husband based on the man’s social and wealth status instead of true love. There are good times and also
bad times in life, but by having your loved ones by your side will make every day feel like a pleasant springtime.
这部电视剧描写好人、孝子与真情，给艰辛冷漠的当今社会带来希望。同时通过对比只论条件的爱情与纯真爱情，深深地审视年轻人对爱情与婚姻的认识
与社会现象，揭示出爱情与婚姻的真正意义。“人生总是有起有伏，有悲有喜，但只要与心爱的人在一起就总是春日常在！”
このドラマは善良な人、親孝行と人の情に対する物語であり、世知辛い世の中に希望を盛り込んだ作品だ。
また、条件を追う愛と純粋な愛の比較を通じて、最近の
若い世代の愛と結婚に対する認識と世相を現実的に見つめ、愛と結婚の本当の意味を伝える。“回り回る人生、喜ばしい日もあり、
どんよりした日もあるが、愛する
人々と一緒ならいつでも春の日!”

언제나 봄날 / 春日常在 / いつでも春の日

267 Seongam-ro, Mapo-gu, Seoul 03925 KOREA
Tel : 82-2-789-3727 Fax : 82-2-789-3749
For more details : http://content.mbc.co.kr E-mail : cuimeizhi@mbc.co.kr

Joo In-jung

KOO HYUN-JOON

She has a twin sister. She is gentle, optimistic and stands up for what is right. At the age of six, her
family had no choice but to be separated because of financial difficulties. And she was sent to live with
her uncle in the countryside. to join the army which would offer her a college scholarship. After serving
in the army for eight years, she decided to leave despite being told by her friends to remain in the army.
She had other goals in life, to return home to be with her daughter, Bo-hyun.

With only 200 dollars in his pocket, he started a retailing business in America and grew it into a $100
million company at a young age. But before he left for America ten years ago, he was consumed with
getting revenge against Kang Han-gil, the president of the KR Group. None of his friends expected him
to become so successful. Neither did he predicted his accomplishment. However, there was one high
school girl who worked the night shift at the crematorium where Hyun-joon used to frequently pay his
respects to his dad’s ashes showed interest in him.

/ Starring /

Kang Byul

/ Starring /

周仁贞 : 姜星饰

具贤俊 : 朴正旭饰

双胞胎中的老二，正义乐观，温柔多情。因为家里一贫如洗，在还离不开妈妈怀抱的6岁时就被送到乡下的舅舅
家。高三时的班主任因为同情她的处境，劝她去包吃包住还能供她上学的军队，于是她入伍成为军人。8年后，她
在28岁时申请转业，有人劝阻她，让她参加军官考试，一直留在军队。但她心中只有一个梦想。那就是回到22年
来一直没能回去，有心爱的女儿宝贤等待的家中。

在美国以200美元做起，积攒了上千亿的财产，创下流通业神话的青年企业家。但他10年前去美国时一无所
有，心中只有对KR集团江汉吉社长的复仇欲望。谁都没想到他会取得如此巨大的成功，连他自己也没有料到。
他前往美国前每天都去存放父亲骨灰的骨灰堂，只有在那打扫卫生的女高中生对他留心观察。

ク・ヒョンジュン : 俳優 パク・ジョンウク

チュ・インジョン : 俳優 カン・ビョル

アメリカでわずか200ドルから始めて1000億ウォン台の富を手に入れながら、流通業界の神話を作った青年事業
家であると同時に熟練した勝負師だ。
しかし、10年前に彼がアメリカに渡った時は、KRグループのカン・ハンギル社
長に対する痛恨の復讐心しかない一文無しだった。誰も彼がそのような大成功を収めるとは期待していなかった。彼
自身も知らなかった。
ただアメリカに発つ前、毎日立ち寄った父親の納骨堂で掃除のアルバイトをしていた一人の女
子高生だけが彼を見つめていた。

二卵性双生児の次女。正義感が強く、情に厚く楽天的だ。貧しい家庭環境のせいで、
まだ母親の胸が恋しい6歳の時
に田舎に住む母方のおじの家に行かされた。
インジョンの境遇を不憫に思っていた高3の時の担任が忠告した通り、
寝る場所もあり、勉強もできる軍隊に入った。
そして8年間という時間が過ぎた。28歳で除隊申請を出した時は、
むし
ろ将校になる試験を受けて骨をうずめろと止める人も多かった。
しかし、彼女の夢はただ一つだった。22年間帰るこ
とができなかった、愛する娘ボヒョンが待っている家に帰ることだ。

joo eun-Hye

KANG YOON-HO
/ Starring /

PARK JUNG-WOOK

/ Starring /

KWON HYUN-SANG

He is Jung-in’s ex-boyfriend and Bo-hyun’s biological dad. As the grandson of chairman and founder
of the KR Group, he is a general manager in the family business. He has all the qualities of inheriting
the chairman position from his grandfather as he adheres to the company’s founding values. While
serving in the army, Yoon-ho met a noncommissioned officer named In-jung and they fell in love. But
he left her and it deeply hurt both of them. But when he was reunited with Jung-in, he realized that he
had never stopped loving her but the situation had become complicated since then and winning her
back was not going to be an easy task.

江润浩 : 权贤尚饰
仁贞的初恋情人，仁贞的女孩宝贤的生父。KR集团老板江德尚的孙子，担任市场营销开发部门的本部长，继承
江德尚经营哲学的KR正宗继承人。在服兵役时与担任副士官的仁贞相识相爱并许下终身，但这份感情只给她留
下伤痛就以失败告终。他与仁贞重逢后旧情复燃，却遇到很多阻碍。

カン・ユノ : 俳優 クォン・ヒョンサン

インジョンの初恋の相手であり、ボヒョンの実の父親。KRグループのオーナーであるカン・ドクサンの孫であり、営業
開発パートの本部長として働いている。
カン・ドクサンの経営哲学をそっくり受け継いだ正統のKRの後継者の容貌を
備えている。兵役時代に副士官だったインジョンと将来を約束する関係になったが、結局傷つけただけで終わった。
しかし、
インジョンとの再会後、再び感情が芽生えるようになるが、様々な障害物が現われて邪魔をされる。

KIM SO-HYE

In-jung’s twin sister. Unlike In-jung, she is calculating, selfish, and sassy. When her family told her that
she had to go live with her uncle in the countryside because they were going through difficult financial
times, She strongly resisted the idea and instead she successfully convinced her parents to live in the
city with her rich aunt and her husband, who agreed to the arrangement. She found herself living a
comfortable life and after growing into a young woman, she became fixated on marrying a rich bachelor
to climb even higher on the social ladder. Her rich uncle is a top executive at the KR Group and tries
to match her with Kang Yoon-ho, the only grandson of the KR Group chairman and founder. But she
finds herself in a rivalry for his affection with none other than her twin sister, In-jung whom she cut off
all contact ever since she was six.

周恩惠 : 金素慧饰
仁贞的双胞胎姐姐。艳丽的美女，与仁贞不同，精于盘算，精明而自私。6岁时要和妹妹仁贞一起被送到乡下舅
舅家时，恩惠虽然年幼，但醒悟到那是人生中最大的危机和最好的机会。恩惠表示反抗，不肯去乡下，于是如愿
以偿地被叔叔和婶子收为养女。在时来运转后，恩惠一心想通过结婚提高身份。在KR集团担任专务理事的养父
想为公司老板的孙子江润浩和恩惠牵线搭桥。但她遇到了意想不到的阻碍。6岁以后再也没看一眼的父亲、家庭
和妹妹仁贞成为她的障碍。

チュ・ウネ : 俳優 キム・ソヘ

インジョンの二卵性双生児の姉。
インジョンと違い打算的でずる賢く、
わがままだ。6歳の時に田舎に住む母方のおじ
の家に妹インジョンと一緒に行かされた時、
ウネは幼いながらもそれが人生最悪のピンチであり、最高のチャンスで
あることに気づいた。
ウネは田舍には行かないと反抗し、願い通り父方のおばとおじはウネを娘として引き取った。
そ
のように人生を逆転させた後、
ウネは結婚を通じて身分を上げることを夢見る。KRグループの専務である養父は、
オ
ーナーの孫であるカン・ユノをウネとくっつけようとする。
しかし、思いがけない伏兵が現われる。6歳の時以来、振り
返らなかった父親、
自分の家、
そして妹インジョンという伏兵を目の当たりにすることになる。

Joo MYUN-SHIK
/ Starring /

Director / 导演 / 演出
Lee Hyung-sun [Pots of Gold(2013)], [A Man Called God(2010)]
李炯善《金子轻松出来吧(2013)》，《被称为神的男人(2010)》
イ・ヒョンソン 『金よ出てこい コンコン(2013)』『
、神と呼ばれた男(2010)』

Writer / 编剧 / 脚本
Kim Mi-gyung [Teenagers(1993~1996)]
金美京《青春期(1993~1996)》
キム・ミギョン 『思春期（1993～1996)』

SUNWOO JAE-DEOK

He grew up poor and inherited his foster dad’s debts that made his life miserable. But he never complained to his foster dad and behaved like a dutiful son according to Neo-Confucian values. Whenever
he paid off his foster dad’s debts, his foster dad would get involved in another messy financial situation
that Myun-shik would eventually have to deal with. The burden of paying the debt imposed upon him
by his foster dad forced him to hand his children off to the relatives. As much as he didn’t want to, he
did not have the financial means to take care of them. At the same time, he could not give up on his
foster dad because family meant everything to him and his foster dad was the pillar of the household
as the family elder.

周面植 : 鲜于在德饰
因为父母的贫穷与负债累弯了腰，但从不抱怨，精心奉养父母。他父亲总在他要还清债务时就又惹祸，刚过得好
些就又欠债，但他从没对父亲表示过不满。他也会感到伤心和怨恨。父亲转嫁给他的负担很重，他悔恨自己为了
当孝子，没能尽到父亲的职责。所以他多次想逃跑，但没有逃跑，也没有抛弃。对他来说，家庭就是他的信仰，
父亲就是他的支柱，因此他无法放弃。

チュ・ミョンシク : 俳優 ソヌ・ジェドク

親から継いだ貧困と借金のせいでかなり苦労したが、一度たりとも恨みを言わずに心を込めて両親の面倒をみた。借
金を返そうとすれば問題を起こし、安定したかと思えばまた別の借金を作ってくる父親に文句を言うことは一度もな
かった。
しかし、彼もまた傷つくことを知り、恨むことを知っている。父親が背負わせる荷物は重く、親孝行のために親
としての役割を果たせなかったことを深く後悔もした。逃げ出したい瞬間も何度かあった。
しかし、彼は逃げることも、
捨てることもしなかった。彼にとって家族は信仰であり、父親がその柱だった。
だから諦めることはできない。

