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SYNOPSIS
Ji-cheol is an incompetent husband and dad. He was a detective
who got suspended for allegedly taking a bribe. He can’t come
up with their living expenses, let alone the rent. On top of that,
his daughter gets into trouble and he has to come up with the
settlement money. Cornered, Ji-cheol makes a dangerous decision. Having been a boxing champion in the past, he decides to
participate in an illegal boxing match and take the prize money.
This TV series is about the struggles of a father who chooses to
become a bad person in order to be a good dad.
刑警智哲是无能的丈夫和爸爸。他外出稽查时被怀疑受贿，受到停职处
分。别说是租房押金，连生活费都交不起。而且他女儿惹祸，要赔偿一
大笔钱。智哲走投无路，只好做出了一个很危险的选择。曾是拳击冠军
的智哲重操旧业，参加非法格斗比赛，想夺冠后赚钱。
本剧讲述一个中年男人为了当个好爸爸，甘愿成为坏人的故事。
無能な夫であり、父親であるジチョル。現職の刑事である彼は取り締まり
中に収賄を受けた疑惑で停職処分になる。家の保証金どころか当座の生
活費も渡せない状況だ。
しかも娘が問題を起こして巨額の示談金まで用
意しなければならなかった。ピンチに立たされたジチョルは危険な選択
をすることになる。それはボクシングチャンピオンだった前歴を活かし、違
法格闘技の試合に出て優勝の掛け金を手に入れることだ。<バッドパパ>
は 良い父親になるために悪い人間になる家長の物語を描いたドラマだ。
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35mins X 32eps
DRAMA

| STARRING |

SHIN EUN-SOO

柳英善– 申恩秀饰
ユ・ヨンソン–俳優 シン・ウンス

| STARRING |

JANG HYUK

柳智哲– 张赫饰
ユ・ジチョル–俳優 チャン・ヒョク

Fallen father & fighter

YOO JI-CHEOL

Ji-cheol used to be an undefeated boxing
champion in his 20s. He fell in love with Sunjoo at first sight, proposed to her in 3 days and
together, they had a beautiful daughter named
Young-sun. He was a national hero, beloved
husband and respected father. However, during the 13th defense match against Min-woo,
which was called the game of the century, he
lost helplessly, which seemed weird, and the
whole world criticized him. He lost money,
reputation and the happiness of his family all
at once. 11 years later, he suddenly gets an opportunity to make a comeback.
| STARRING |

SON YEO-EUN

崔善珠– 孙汝恩饰
チェ・ソンジュ–俳優 ソン・ヨウン

Ji-cheol’s wife, an erotic novelist and
massage chair salesperson

CHOI SUN-JOO

She met Ji-cheol, a top sports star, when she
just graduated high school. Ji-cheol proposes to her, leaving Min-woo behind who has
had a crush on her for 3 years without even
a chance. She marries Ji-cheol and has a
daughter named Young-sun. Life with a national hero is luxurious. However, 11 years later, her national hero husband is gone, and she
is only left with a hopeless man by her side.

落魄的一家之长&拳击手
智哲在20多岁时曾是无敌拳击冠军。他对善珠一
见钟情，见面才3天就向她求婚，婚后生下了女儿
英善。他曾是国民英雄，受到深爱的丈夫和得到尊
敬的爸爸。但他与民宇展开第13次倍受瞩目的防御
战时，软弱无力地离奇落败，遭到所有人的指责。
智哲就这样在刹那间失去了金钱、名誉和家庭幸
福。11年后，智哲突然得到了东山再起的机会。

YOO YOUNG-SUN

| STARRING |

20代の頃のジチョルは無敗のボクシングチャンピオン
だった。ソンジュに一目惚れし、その3日後にプロポー
ズし、
ヨンソンという可愛い娘を手に入れた。彼は国民
的英雄であり、愛される夫、尊敬される父親だった。
し
かし、世紀の対決として注目されていたミヌとの13回目
の防衛戦で、彼は不自然な程に無気力な姿で敗れ、全
世界が彼を非難した。そのようにジチョルは一瞬でお
金、名誉、家庭の幸せまですべてを失った。
ところが、11
年が過ぎた現在、突然再起のチャンスが訪れる。

LEE MIN-WOO

刚刚高中毕业就遇到了著名体育明星智哲，接受了
他的求婚，把三年来一直单恋她的民宇抛在脑后。
她和智哲结婚并生下了英善。她和国民英雄的婚姻
生活豪华奢侈。但11年后，昔日的国民英雄不复存
在，她身边只剩下不可救药的丈夫。

MMA champion, sports superstar
He is currently number one in MMA middleweight rankings and very popular for his fighting skills. He is enjoying the golden age of his
life. However, his family was poor as he was
growing up, he was weak and had many scars.
Sun-joo is the girl next door that was always by
his side and helped him dream of becoming a
boxer. He had a crush on her, but didn’t even
dream of telling her and ended up letting her
marry Ji-cheol, the top sport superstar during
that time.
| STARRING |

KIM JAE-KYUNG

车智宇– 金栽经饰
チャ・ジウ–俳優 キム・ジェギョン

ジチョルの妻、官能小説家であり、生計型マ
ッサージチェアの販売員

高校を卒業してすぐに当時最高のスポーツ界のスター
だったジチョルに出会った。そして、
ソンジュはジチョル
のプロポーズを受けた。3年間ソンジュに片思いしてい
たミヌを残して。
ソンジュはジチョルと結婚してヨンソン
を生んだ。国民的英雄との結婚生活は贅沢だった。
し
かし、11年後、国民的英雄だった夫は消え、救い難い
男だけが横に残った。

HA JUN

李民宇– 河俊饰
イ・ミヌ–俳優 ハ・ジュン

落ちぶれた家長&ファイター

智哲的妻子，情色小说作家和按摩椅推
销员

Ji-cheo’s daughter, Y-NYANG dance Youtuber
Young-sun had a happy life as a rising ballerina. However, the year Young-sun turned 6, her
dad’s reputation plummeted for match fixing
and everything changed. 17-year-old Youngsun doesn't study, dance and isn’t enthusiastic about anything. However, there is one
thing she is secretly passionate about. She
uploads videos on Youtube that are very popular. Although she quit ballet, she couldn’t do
anything about her love for dancing. She posts
videos under the identity 'Cat Mask'.

CHA JI-WOO

Daughter of Dr. Cha, Ji-cheol’s former partner, a regional investigations unit detective
She joined the team much later than Ji-cheol,
but became the youngest female lieutenant
and Ji-cheol’s superior through several special promotions. Although everyone else looks
down on Ji-cheol, Ji-woo likes him and is on
his side. Not even she understands why, but
she favors Ji-cheol. After Ji-cheol quits his job
as a cop in shame, Ji-woo stumbles upon a
mysterious case.

智哲的女儿，Y-NYANG舞蹈Youtuber
儿时心怀成为芭蕾舞蹈演员的梦想幸福地生活。但
在6岁那年，爸爸因为操纵胜负身败名裂，从此改
变了一切。17岁的英善不学习也不锻炼，对什么
事都不感兴趣。但其实她瞒着大家在YouTube上
传有名的舞蹈视频。她虽然不再跳芭蕾，但无法按
捺对舞蹈的热爱，戴着猫咪面具大显身手。
ジチョルの娘、Y-NYANG(ワイニャン)というダンスユー
チューバー
ヨンソンはバレリーナとして将来を嘱望され、幸せに暮ら
していた。
しかし、6歳になった年、父親は八百長事件で
地に落ち、すべてが変わってしまった。現在、17歳になっ
たヨンソンは勉強も運動もせず、何に対しても熱意がな
い。
しかし、誰にも内緒で一つだけ、頑張っていることが
ある。ユーチューブで有名なダンス映像を上げていたこ
と。バレエはやめたが、
ダンスに対する熱意を忘れること
ができなかったヨンソンは‘猫の面’をつけて活躍中だ。
无敌的格斗冠军，体育明星
目前在格斗中量级排名第一位，凭借出色的实力人
气鼎盛的冠军。但儿时的民宇很贫穷，个子矮小瘦
弱，有很多创伤。邻家少女善珠一直陪伴在他身
边，让他寻找到拳击这个梦想。他虽然单恋善珠，
但做梦也没想过向她表白，坐视善珠和当时最著名
的体育明星智哲结婚。
最強の格闘技チャンピオン、
スポーツ界のスター
総合格闘技フェザー級ランキング1位、
トップの実力で人
気絶頂のチャンピオン。人生の全盛期を謳歌している男。
しかし、実は幼い頃のミヌは貧しく、体も弱くて、傷つくこ
とが多かった。その頃いつもそばで見守り、自分にボクシ
ングという夢を見つけてくれた隣の家の少女ソンジュ、
ソ
ンジュに片想いしていたが、告白など夢にも思えなかっ
たミヌは、当時最高のスポーツ界のスターであるジチョ
ルにソンジュを譲ることにした。

车博士的女儿，智哲以前的搭档，广域搜查队刑警
虽然是智哲的后辈，但破格晋升为最年轻的女警
卫，如今职位比智哲高。即使大家都看不起智哲，
智宇依然很喜欢智哲。她也不明白自己为什么喜欢
智哲，但很偏爱智哲。智哲离开警察署后，智宇偶
然触动了一起神秘的案件。
チャ博士の娘、
ジチョルの昔のパートナー、広域捜査隊
の刑事
ジチョルよりもだいぶ後輩だが特進を経て女性最年少
の警衛に進級し、今ではジチョルよりも階級が高い。皆
がジチョルを見下しても、ジウだけはジチョルを慕って従
う。なぜ好きなのか自分でも分からないが、ジチョルを
偏愛する後輩だ。ジチョルが不始末で警察を辞めた後、
ジウは偶然謎の事件に触れる。

