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Director

导演
• Baek Ho-min
•

•

演出

	Filmography: “You Are Too Much” (2017),
My Daughter, Geum Sa-wol (2015)

•	白浩民
《你太过分了(2017)》，
《我的女儿琴四月(2015)》

• ペク・ホミン
『あなたはひどいです(2017)』、

『いとしのクム・サウォル(2015)』

编剧 • 脚本
• Yoo Yoon-gyung

Writer

•

	Filmography: Mama (2014),
The Women of Our Home (2011)

•	刘允京
《妈妈(2014)》，
《我们家的女人们(2011)》

• ユ・ユンギョン
『ママ～最後の贈りもの～(2014)』、
『我が家の女たち(2011)』

Program Overview
There is a woman who has chosen to stay single. She cannot afford to get married, nor is she confident she can get married.
However, she is scared of living alone. Although she is not in a situation where she can marry someone, she needs the blanket
of security and perception that she is married to address her fears and other struggles as a single woman. This is why Han
Seung-joo decides to hire a man to be her stand-in husband. The man she chooses is Oh Jak-doo. <My Contracted Husband,
Mr.Oh> is a drama that depicts the process of Han Seung-joo, the materialistic protagonist, meeting Oh Jak-doo, the innocent
stand-in husband, and finding true love and happiness.

韩承珠选择了不婚。她没能结婚，没信心在结婚后和丈夫生活下去，还觉得独自生活艰辛可怕。她不想结婚，但因为独居的不便和
心理上的畏惧迫切需要有夫之妇这个社会地位。于是她选择了上门女婿这个打破常规的婚姻方式。她选中的丈夫就是吴作斗。《上
门女婿吴作斗》讲述庸俗女人韩承珠和纯真男人吴作斗通过上门女婿这个新的婚姻形式相遇，醒悟到人生真正的幸福和爱情的含义。

‘非婚’を選択した一人の女がいる。結婚できる状況でもなく、結婚も自信がなく、一人暮らしも苦痛で怖い女! 結婚には踏み切れないが、一人身
であるが故に経験しなければならない不便と恐怖で人妻という社会的地位を喉から手が出るほど欲しがる女! そのためハン・スンジュは‘入夫’
という破格的な結婚を選択する。
そして、彼女が入婿としてピックアップした男、
オ・ザクドゥ。
＜婿養子オ・ザクドゥ＞は世俗的な女ハン・スンジュ
と、純粋な男オ・ザクドゥが入婿という新しい形態の結婚で出会い、人生の真の幸せと愛の意味を知っていく物語を描いたドラマである。
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75mins X 24eps
DRAMA

Oh Jak-doo
STARRING

KIM KANG-WOO

Han Seung-joo
STARRING

吴作斗 – 金康宇饰
オ・ザクドゥ–俳優 キム・ガンウ

Sweet, innocent and optimistic herbal medicine collector
He is an innocent man that still can’t get over his childhood sweetheart. He
follows the wishes of his grandfather, his only family member and intangible cultural asset, and lives in the mountains, focusing on nothing other
than the gayageum from a young age. He heads to Seoul with his grandfather’s gayageum without telling him, which leads to his grandfather’s
death. Ridden with guilt, he becomes a hermit in the mountains. When he
hears that the mountain hut that holds memories of his grandfather will be
torn down, he goes to meet Han Seung-joo, the owner of the mountain, to
save it. Somehow, he becomes the stand-in husband of the materialistic
city girl Han Seung-joo and starts a life in the center of busy Seoul.

采药人，非常开朗乐观的男人
在心中珍藏初恋的纯真男人。身为无形文化遗产的爷爷吴金福是他唯一的
亲人。他按照爷爷的意愿，从小就在山中生活，只知道伽倻琴。他瞒着爷
爷带上伽倻琴前往首尔，由此导致爷爷死去。此后他出于对爷爷的愧疚隐
居在山中。他听说处处留有爷爷痕迹的山中房屋将被拆掉后，为了守住房
屋去找这片荒山的主人韩承珠。由此成为这个庸俗都市女人的上门女婿，
来到嘈杂的首尔市区。

薬草を採る、明るくて楽天的な超ポジティブな男

いまだ初恋の人を想って生きる超純粋男。唯一の家族だった無形文化財であ
る祖父の意思に従って幼い頃から山奥でカヤグムだけを弾いて暮らした。祖父
に内緒でカヤグムを持ってソウルに向かう途中で祖父は命を落とし、その後罪
悪感から山奥でさらに身を隠すように暮らした。
そのうち、祖父の息づかいが残
っている山奥の家が撤去されるという噂を聞き、家を守るために山主であるハ
ン・スンジュという女性に会いに行く。
それがきっかけで世俗的な都会の女性ハ
ン・スンジュの入婿となり、騒がしいソウルの真ん中に住まわされることになる。

U-IE

Eric Cho
STARRING

韩承珠 – 金宥真(U-IE)饰
ハン・スンジュ–俳優 ユイ

Strong, competitive and highly independent producer for an
outsourcing production company
She takes all kinds of risks and criticism if it means higher viewer ratings.
She is strong-willed and even knows how to grovel when necessary. However, after suffering from obsessive panic disorder one day, not being able
to sleep or stand being alone, she longs to have someone by her side. The
moment she meets Oh Jak-doo, who comes to her about saving his mountain hut, she knows he’s the one. She starts a new life with Oh Jak-doo as
her stand-in husband.

制作公司的制片人，生活能力强，争强好胜，独立自主
为了提高收视率就不惜冒任何危险，承受非难，甚至卑躬屈膝，心理承受
力很强。作为不婚主义者无所畏惧地独立生活。有一天，她无法独处，睡
不好觉，患上了强迫性恐慌症，迫切希望随便有个人陪在自己身边。她遇
到前来要求她保住山中房屋的吴作斗后，觉得他就是合适人选。于是让吴
作斗成为上门女婿，开始了新生活。

外注プロダクションのプロデューサー、生活力、勝負欲、独立
心が強いあくどい女性

視聴率のためにならどんな危険や非難も甘んじて受け、時には卑屈にもなれる
最強メンタルの持ち主。非婚主義者として怖いもの知らずで自立した生活を送
っていた。そんなある日、一人では耐えられず睡眠も取れない強迫性障害を経
験するようになり、誰か横にいて欲しいと切実に思うようになる。山奥の家を守
って欲しいと訪ねてきた自然人オ・ザクドゥに会った瞬間、
「まさにこの男だ」
と
考える。
オ・ザクドゥを入婿として迎え、新しい生活を始める。

JUNG SANG-HOON

Jang Eun-jo
STARRING

埃里克赵 - 郑尚勋饰
エリック・ジョ–俳優 チョン・サンフン

HAN SEON-HWA

张恩朝 – 韩善花饰
チャン・ウンジョ–俳優 ハン・ソナ

CEO of Cheongwoldang, a multi-use cultural space

Gayageum musician and Jak-doo’s childhood sweetheart

He is a famous celebrity that is known to be outgoing, charismatic and loves
art. However, having studied abroad at a young age, he actually yearns for
affection. He hides behind designer brands and expensive sports cars to
keep people from finding out his weakness. He has money and fame, but
wishes for fame as a classy arts manager. He discovers the grandson of a
famous gayageum player and pushes for a documentary that will help him
gain fame when he meets Seung-joo and becomes smitten with her.

She performed abroad and becomes known as a celebrity musician for 15
years, but becomes lazy from her success and loses her fame. She returns
to Korea to rebuild her career and gets the help of Eric, who is the most
influential person in the gugak industry of Korea. One day, she is reunited
with Hyuk, who is living under the name Oh Jak-doo. Even after learning
of his marriage, she keeps in touch with him saying men and women can
be friends.

复合文化空间清月堂的代表

伽倻琴歌手，作斗的初恋情人。

知名人士！结交很广，具有领袖气质，热爱艺术。但其实因为从小出国留
学渴望得到爱。不愿暴露自己的弱点，每天都穿着不同的名牌时装，驾驶
名车，过度包装自己。虽然名利双收，但很想获得有品位的艺术经营者这
份荣誉。他为此想找到伽倻琴名匠的孙子拍摄纪录片，结果单恋上制片人
承珠。

15年前作为国乐明星走向海外，名噪一时。但后来因为沉醉在成功的喜悦
中变得懈怠，渐渐被人遗忘，如今为了以国内舞台为中心东山再起回到韩
国。国乐界最有影响力的埃里克担任她的经纪人，帮助她在韩国国乐界奠
定基础。日后和称为吴作斗生活的吴赫重逢。她知道作斗已结婚，但因为
不死心，以男女之间可以做朋友为借口不肯离开作斗。

複合文化空間チョンウォルダンの代表

カヤグムの弾き語りであり、
ザクドゥの初恋の人

有名なセレブ。広い人脈とカリスマを兼ね備え、芸術を愛する男。
しかし実際は、
幼い頃に行った留学の影響で愛情に餓えた男だ。
自身の弱点を隠すために、毎
日ブランドの服とスーパーカーで自らを過大に武装する。金も名声も手に入れ
たが、品格のある芸術経営者という名誉を切望する。
自身の名誉のためにカヤ
グム名人の孫を探してドキュメンタリーを製作しようとするなか、担当プロデュ
ーサーのスンジュに片思いするようになる。

15年前にスター国楽人として華麗に海外に進出して有名になったが、成功に
溺れて怠けるようになりながら名声を失った。国内の活動を中心に再起を図ろ
うとして電撃帰国し、国楽界で最も力のあるエリックのマネジメントを受けるよ
うになり、国内の国楽界で地位を固めていく。そして、オ・ザクドゥとして生きる
ヒョクと再会する。ザクドゥの結婚を知っても未練が残り、
「男女が友達になっ
てなぜいけないの?」
とザクドゥにつきまとう。

