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タイトル　　 放送年 放送局 全話数 主なキャスト スタッフ あらすじ 見どころ

1  愛してる 2008 SBS  全16話
 アン・ジェウク、ソ・ジヘ、
コン・ヒョンジン、ファニ
（フライ・トゥ・ザ・スカイ）

 監督・演出： イ・
チャンハン 、脚本：
チョン・ヒョンジョン

気ままな独身男とマンガ好きな
OL、バツイチ男と大学生、離婚
寸前の夫婦。3組のカップルが織
りなす純愛コメディ。

若者の愛のバイブルといわれ
たホ・ヨンマン原作の大ヒット
漫画が原作。

2 ★ IRIS-アイリス- 2009 KBS 全20話

イ･ビョンホン、キム･テ
ヒ、チョン･ジュノ、キム・
スンウ、キム・ソヨン、
T.O.P（BIGBANG)、キ
ム・ヨンチョル

監督：キム・ギュ
テ、ヤン・ユノ、脚
本：
キム・ヒョンジュン、
主題歌：BIGBANG
（Tell Me Goodbye）

南北に分断した朝鮮半島の政治
的な側面を鋭く描いた骨太の作
品。スピーディーなストーリー展
開と激しいアクションの本格的な
スパイアクション。

テレビの枠を超えたアジアの
超大作。韓国では視聴率
39.9％の大ヒット、日本では
初の平日ゴールデン枠進出
で話題に。

3  愛に狂う 2007 SBS  全16話

 ユン・ゲサン（キム・チェ
ジュン) 、 イ・ミヨン（ソ・ジ
ニョン)、イ・ジョンヒョク
(イ・ヒョンチョル)、チョ・ミ
ニ(キム・ウンジュ)

 監督・演出： ソン・
ジョンヒョン、脚本：
クォン・ギヨン

 婚約者を亡くした女と、交通事故
で人を殺めた男が、過去を忘れ、
未来に踏み出そうとした時、あま
りにも残酷な真実がふたりを待ち
受けていた…。

元国民的人気グループ
「god」のユン･ゲサンが除隊し
たばかり作品。

4 ★
赤ちゃんと僕
（映画）

2008 映画

チャン・グンソク、ムン・メ
イスン、キム・ヒョル、コ・
ギュピル、チェ・ジェファ
ン

監督：キム・ジニョ
ン/脚本：チェ・ウォ
ン、イ・ソンミン/撮
影：チェ・ジノ音楽：
チャン・デソン

常に問題を起こしている高校生
ジュンスの目前に、突然赤ん坊が
…。旧友の天才少女に手伝って
もらいながら、育児に奮闘する。

チャン・グンソクの初主演映
画。なんといっても彼のかっこ
よさに尽きる。10ヶ月の赤ん
坊はカナダ人とのハーフ。

5 ★  秋の童話 2000 KBS  全16話

 ソン・ヘギョ(チェ/ユン・ウ
ンソ)、ソン・スンホン(ユ
ン・ジュンソ)、ウォンビン
(ハン・テソク)

監督・演出： ユン・
ソクホ、脚本： オ・

 スヨン

妹と信じて育ったウンソが、実は
他人だったことを知った兄と妹の
美しくも悲しい愛の物語。

 「冬のソナタ」の監督、ユン・
ソクホの四季シリーズ第１弾
で、韓国では、最高視聴率
42％という驚異的なヒットを記
録。

6 ★
アクシデント・
カップル

2009 KBS 全16話
キム・アジュン、ファン・
ジョンミン、チュ・サンウ
ク、ペク・ソンヒョン

脚本：チョン・ジニョ
ン、キム・ウィチャ
ン、演出：キム・ミン
ス、OST：平原綾香

冴えない郵便局員とトップ女優と
の契約結婚から始まるハートフル
なラブコメ。

映画「カンナさん大成功で
す！」のキム。アジュンの魅力
と、実力は俳優陣の演技力。

7 ★ アスファルトの男 1995 SBS 全16話
イ・ビョンホン、チェ・ジン
シル、チョン・ウソン、イ・
ヨンエ

演出:イ・ジャンス

家族間の葛藤を中心に、それぞ
れの夢への希望と挫折、そしてそ
れぞれの恋愛を描く感動のドラ
マ。

韓国初のオールフィルム、
オールロケーションの本格的
な“ＴＶ映画”で、自動車が
テーマ。

8  あなた、そして私 1997 MBC  全58話

 チェ・ジンシル(スギョ
ン)、パク・サンウォン(ドン
ギュ)、チャ・インピョ(ヨン
ギュ)、ソン・スンホン(ミン
ギュ)

監督・演出： キム・
ジョンス、脚本： イ・
ジェガプ、チェ・

 ジョンス

 貧しい漁村で育った青年とお金
持ちの令嬢が、苦難を乗り越えな
がら、自らの恋や理想に向かって
生きる姿を描いたヒューマンドラ
マ。

「秋の童話」のソン・スンホン、
「バラ色の人生」のチェ・ジン
シル、「星に願いを」のチャ・
インピョら豪華キャストとストー
リーで、平均視聴率58.8％を
記録。

9  兄嫁は19歳 2004 SBS  全16話
 キム・ジェウォン、チョン・
ダビン、ユン・ゲサン、キ
ム・ミニ

 監督・演出： イ・
チャンハン 、脚本：
チン・スワン

 片思いの医師から契約結婚を持
ちかけられたヒロインと、そんな広
いに恋する同じ年の義弟。一人
前の社会人になろうとする若い世
代を描き出し、見る者に勇気を与
える元気いっぱいの作品。

故チョン・ダビンの溌剌とした
かわいい演技が見られる。

10  嵐の中へ 2004 SBS  全24話

 キム・ミンジュン、ソン・ユ
ナ、キム・ソックン、オム・
ジウォン、ユソン、パク・
サンミョン

 監督・演出： ユ・
チョリョン 、脚本：
チェ・ワンギュ

捕鯨が許されていた時代の、対
照的な2人の兄弟の波乱万丈な
人生を絵が痛いる。一企業の成
長過程も写実的に描いた企業ド
ラマでもある。

IMFの通貨危機から続く困難
な経済状況の中で、韓国企
業が進むべき方向に光を当
てようとした思う。

11
 ありがとうござい
ます

2007 MBC  全16話

 チャン・ヒョク（ミン・ギソ)、
コン・ヒョジン(イ・ヨンシ
ン)、シン・ソンロク（チェ・
ソクヒョン)、ソ・シネ(イ・ボ
ム)

脚本：イ・ギョンヒ、
 演出：イ・ジェドン

痴呆症の祖父と８歳の娘を抱え
ながら、懸命に生きるシングルマ
ザーと、恋人の遺言を胸に刻み
島にやってくる天才医師との感動
のドラマ。

チャン･ヒョクが兵役終了後の
復帰第1作目の作品。下馬評
を裏切り大ヒット！

12 ★ ある素敵な日 2006 MBC 全16話
コン・ユ、ソン・ユリ 、ナム
グン・ミン、イ・ヨニ

監督／演出： シ
ン・ヒョンチャン、脚
本： ソン・ウネ

離ればなれになった兄妹が15年
ぶりに出会うことから始まるエピ
ソードを、美しくそして切なく描く
正統派のラブストーリー。

コン・ユのアクションや流暢な
英語、ソン・ユリのダイビング
姿や優雅にピアノを弾く姿は
必見。

13
 いいかげんな興
信所

2007 KBS  全16話

 イ・ミンギ（パク・ムヨル)、
リュ・スンス(キム・ヨン
ス)、ヨ・ジウォン(チョン・ヒ
ギョン)、イ・ウンソン(ユ・
ウンジェ)

脚本：パク・ヨンソン

ひょんなことから夜逃げした興信
所を引き継ぐことになったテコン
ドー師範とマンガ喫茶店主が、コ
ミカルな想像とマンガチックな妄
想で繰り広げる、コメディ。

「タルジャの春」のイ・ミンギ、
「オールドミスダイアリー」の
イェ・ジウォン、「冬のソナタ」
のリュ・スンスら個性派俳優の
パワー炸裂のドタバタ爆笑コ
メディ。

ナビコン特集:韓ドラここが知りたい!
★ 韓ドラ特集に、特集記事など有 韓ドラ早見表（現代ドラマ編）

http://navicon.jp/feature/f0001.html
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14
 いかさま師～タ
チャ

2008 SBS  全21話

 チャン・ヒョク、キム・ミン
ジュン、ハン・イェスル、
キム・ガプス、カン・ソンヨ
ン、ソン・ヒョンジュ

 監督・演出：カン・
ジノ、ぺク・スチャ
ン・脚本：ソル・ジュ
ンソク、ジン・ホン
ソ、イム・ジョンギ

ギャンブルにすべてを賭けた男
と、ギャンブルの世界に生きる男
女の波乱万丈な人生を描いたラ
ブクライムアクション。

大ヒットの漫画が原作で映画
にもなった作品のドラマ化。
「ありがとうございます」のチャ
ン・ヒョクと「外科医　ポン・ダ
ルヒ」のキム・ミンジュンの夢の
共演。

15 イヴのすべて 2000 MBC 全20話
チェリム、キム・ソヨン、
チャン・ドンゴン、ハン・
チェソク

監督：イ・ジンソク
、脚本：パク・チヒョ
ン

韓国のテレビ局MBSを舞台に、
看板キャスターの座を争う二人の
女子アナと、二人を取り巻く人間
模様を描いたドラマ。

日本の地上波で最初に放送
された、元祖韓ドラ。

16 ★
美男＜イケメン
＞ですね

2009 SBS 全16話
チャン・グンソク、パク・シ
ネ、イ・ホンギ、ジョン・ヨ
ンファ、ユイ

演出：ホン・ソン
チャン、プ・ソンチョ
ル、
脚本：ホン・ジョンウ
ン、ホン・ミラン姉
妹

行方不明になった双子の兄のた
めに、イケメンバンドのメンバーに
なる妹を中心に繰り広げられるラ
ブコメ。

「天国の階段」で、チェ・ジウ
の子役を演じたパク・シネが
男装、K-POPのFTIslandイ・
ホンギ、After Schoolのユイの
出演も見どころ。

17 ★ イタズラなKISS 2010 全16話
キム・ヒョンジュン、チョ
ン・ソミン、イ・テソン、
チョン・ヘヨン

監督：ファン・インレ
/制作：グループエ
イト

日本の漫画が原作のラブコメ。韓
国版「花より男子」の第2弾とも言
われた期待作。

日本の漫画が原作のラブコ
メ。韓国版「花より男子」の第2
弾とも言われた期待作。

18 ★ 1％の奇跡 2003 MBC 全26話

カン・ドンウォン、キム・
ジョンファ、イ・ビョンウ
ク、ハン・ヘジン、ピョン・
ヒボン

企画・演出:チャン・
グンス、脚本:ヒョ
ン・ゴウン

平凡な中学教師とハンサムだけ
ど性格は最悪の財閥御曹司が繰
り広げるロマンティック・ラブコメ
ディ。

強烈なエピソードもないドラマ
ながら、ネットの書き込みなど
には、多くの韓ドラファンが
“大切にしたい特別な1作”と
して名を挙げられる名作。

19
 愛しのおバカ
ちゃん

2006 SBS  全20話

 キム・ジヨン(チン・チャヨ
ン) 、キム・ユソク(イ・ホ
テ)、 パク・サンミン(シン・
ドンジュ)ワン・ビンナ(、
チョン・スンヘ)

監督・演出： シン・
ユンソブ、脚本：

 チョン・ジウ

難病を抱える息子の治療費を稼
ぐため、3年間だけの契約結婚を
引き受けたシングルマザーの笑
いと涙の感動作。

芸能界を舞台にしたドラマ
で、韓国で高視聴率を獲得し
た。見る人すべてを元気にす
るドラマ。

20 愛しの金枝玉葉 2009 KBS 全54話

キム・ソンス、イ・テラン、
チ・ヒョヌ、パク・インファ
ン、ナ・ムニ、パク・ジュン
ギュ、パク・ヘミ、ユ・イ
ニョン、ホン・スア、ホン・
アルム

プロデューサー：
チョン・チャングン、
脚本 ： パク・ヒョン
ジュン

頑張って子供を育てたが、擦れ
違うばかりの子供たちに、胸が痛
い父親たち。そんな父親たちの
偉大さを改めて感じ、家族の大
切さが感じられるホームドラマ。

初めて父親の物語を本格的
に描いた"お父さんのための
お父さん”の物語！

21 ★
犬とオオカミの時
間

2007 MBC 全16話

イ・ジュンギ（イ・スヒョ
ン）、チョン・ギョンホ（カ
ン・ミンギ）、ナム・サンミ
（ソ・ジウ）

演出：キム・ジンミ
ン 、脚本：ハン・ジ
フン、リュ・ヨンジェ

特殊捜査要員の2人の男が友情
を育みつつも、ひとりの女性をめ
ぐって葛藤を繰り広げ、国際麻薬
犯罪団と対決するアクション・ドラ
マ。

「王の男」の女形芸人で女よ
り美しい男と言われたイ・ジュ
ンギのアクション、韓国・タイ・
英語を話す姿は必見！

22  美しき日々 2001 SBS  全24話
 イ・ビョンホン、チェ・ジ
ウ、リュ・シウォン、シン・
ミナ、ジョンヒョン

 監督・演出： イ・
ジャンス、脚本： ユ
ン・ソンヒ

 レコード会社の御曹司ミンチョル
と、異母兄弟で医学生のソン
ジェ。施設で姉妹同様に育ったヨ
ンスとセナ…。運命に導かれ出
会った4人の若者たちの愛と葛藤
を描いたラブストーリー。

イ・ビョンホン、チェ・ジウ、
リュ・シウォンと、日本でも絶
大な人気の3人が出演するド
ラマ。

23 噂のチル姫 2006 KBS 全80話
イ・テラン、チェ・ジョン
ウォン、コ・ジュウォン、
イ・スンギ、パク・ヘジン

監督：演出：ペ・
キョンス、脚本：ム
ン・ヨンナム

８０年代、韓国陸軍の一等軍曹の
家の性格や個性の違う4姉妹の
日常を描いた、涙あり、笑いあり
のヒューマンストーリー。

４姉妹の名前にはチルがつく
ところから、このタイトルがつ
いた。視聴者が共感できる、
等身大のストーリー展開。

24 英雄時代 2004 MBC 全70話

チャ・インピョ、チョン・
グァンリョル、ユ・ドング
ン、キム・ジス、ハン・ヘ
ジン、チェ・ブラム、カン・
ミンギュ、イ・ヘスク

演出：ソ・ウォンヨ
ン、パク・ホンギュ
ン、脚本：イ・ファン
ギョン

“漢江の奇跡”と呼ばれた韓国の
経済成長を、その真っ只中にい
た企業家たちの人生をとおして
描いた熱い男たちの経済ドラマ。

試練と栄光の韓国の経済史
を豪華キャストで描いている。
「太陽の女」のキム・ジスが主
人公の初恋の人を演じてい
る。

25 エデンの東 2008 MBC 全56話

ソン・スンホン/キム・ボ
ム、ヨン・ジョンフン、イ・
ダヘ、ハン・ジヘ、パク・
ヘジン、イ・ヨニ

演出：キム・ジンマ
ン、チェ・ビョンギ
ル、脚本：ナ・ヨン
スク

運命に翻弄され、愛と復讐のた
めに生きてきた男の人生を通し
て、血縁・家族というものを深く考
えさせる人間ドラマ。

なんといっても、５年ぶりドラ
マ復帰のソン・スンホンの鬼
気迫る演技が見もの。大人の
男の魅力がぎっしり！

26  黄金のリンゴ 2005 KBS  全30話
 パク・ソルミ、イ・ヨンア、
キム・ジフン、チ・ヒョヌ

 監督・演出：シン・
チャンソク・ 脚本：
キム・ウンギョン

60～80年代のある家族を通して、
欲望と怒り、愛、そして波乱万丈
の人生を描いた、涙なしでは見ら
れない感動作。

「冬のソナタ」のチェリンが、リ
ンゴの果樹園を営み、弟と妹
の面倒をみている長女を熱
演。清貧の田舎娘ファッショ
ンは必見。
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27
 オールイン 運命
の愛

2005 SBS  全24話

 イ・ビョンホン、ソン・ヘ
ギョ、チソン、パク・ソルミ
、チェ・ジュニョン、ユミン
（笛木優子）、ホ・ジュノ
、ハン・ジミン、キム・ビヨ
ンセ、チョン・ユソク

 監督・演出： ユ・
チョリョン、脚本：
チェ・ワンギュ

ギャンブラーに育てられたインハ
と、裕福な家庭に育ったジョン
ウォン。厚い友情を交わすが、あ
る事件がふたりの人生を狂わせ
てしまう…。

実在のギャンブラーの半生を
脚色し、アメリカロケも行った
大作。「美しき日々」のイ・ビョ
ンホン、「秋の童話」のソン・
ヘギョの共演が魅力。

28  男が愛するとき 2004 SBS  全16話

 コ・ス、パク・イェジン、パ
ク・チョンア、ペ・スピン、
ハ・ジェヨン、イ・ボヒ、キ
ム・ヒョンジョン

 監督・演出： チェ・
ユンソク 、脚本： キ
ム・ユンジョン

 親に先立たれ貧しさと不幸のどん
底の二人の高校生は永遠の愛を
誓い合うが、次々と迫る困難に
別々の道を歩む。苦難と愛に翻
弄された激動の青春模様を描い
た恋愛物語。

 監督は『神話』のチェ・ユンソ
ク。『バリでの出来事』のパク・
イェジンや、『朱蒙』、『海神』
のペ・スビンなど、個性豊か
な共演陣にも注目です!!

29
おもいっきりハイ
キック

2006 MBC 全167話

チョン・イル、キム・ヘソ
ン、チョン・ジュナ、パク・
ヘミ、パク・ヘミ。ナ・ムニ

脚本：ソン・ジェジョ
ン、イ・ヨンチョル
他
/演出：キム・ビョン
ウク、キム・チャンド
ン 他

３世代同居一家を舞台に、ぶっと
び家族の"笑える"日常を描いた
話題作。様々な爆笑エピソードと
平行して進む恋物語が秀逸。

３世代同居一家を舞台に、
ぶっとび家族の"笑える"日常
を描いた話題作！様々な爆
笑エピソードと平行して進む
恋物語が秀逸。

30  オンエアー 2008 SBS  全21話
 パク・ヨンハ、キム・ハヌ
ル、ソン・ユナ、イ・ボムス

 監督・演出： シン・
ウチョル 、脚本：
キム・ウンスク

1本のドラマを制作する過程を、
「国民の妖精」と呼ばれた女優、
脚本家、監督、マネージャーを中
心にドラマ制作の裏側を描いたド
ラマ。

 「恋人」シリーズの演出家と
脚本家が再びコラボ。5年ぶり
のドラマ出演のパク・ヨンハの
熱演が見もの。

31  オンリー・ユー 2005 SBS  全16話

 ハン・チェヨン(チャ・ウン
ジェ)、チョ・ヒョンジェ(ハ
ン・イジュン)、イ・チョンヒ
(チョン・ヒョンソン)、ホン・
スヒョン(ジ・スヨン)

監督・演出： チェ・
ムンソク、脚本：

 ファン・ソンヨン

 御曹司と、勉強嫌いの浪人生で
料理好きの女性との運命的な出
会いが引き寄せた、真実の愛を
描いたラブロマンス。

「バリでの出来事」のチェ・ム
ンソクがプロデュース。物語
に欠かせない鮮やかな料理
の数々が見どころ。

32 快傑青春 2005 KBS 全17話
ハン・チェヨン、ジェヒ、
パク・シウン、オム・テウ
ン

監督／演出：チョ
ン・キサン/チ・ビョ
ンヒョン、脚本：ホ
ン・ジョンウン/ホ
ン・ミラン

古典「春香伝」を題材にした、現
代版「春香伝」。ソウルで問題児
だった警察所長の息子モンリョン
と優等生のチュニョンとが繰り広
げる青春ドラマ。

「秋の童話」「花より男子」の
ハン・チェヨンが猟奇ハツラツ
なチュンヒャンを熱演で、韓
国で10代の女性を中心に大
ブレイクした。

33 カインとアベル 2009 SBS 全20話

ソ・ジソプ、ハン・ジミン、
シン・ヒョンジュン、チェ・
ジョンアン、キム・ヘスク、
クォン・ヘヒョ

監督・演出：キム・
ヒョンシク、脚本：パ
ク・ゲオク

旧約聖書の逸話をモチーフに兄
弟の確執を濃密に描いた衝撃
作。外科医の兄弟をめぐる愛と憎
しみの炎が燃え上がるドラマ。

ソ・ジソブが除隊後初の復帰
作。4年ぶりのドラマ復帰作。
韓国忠清北道清州市が全面
協力。

34 ★

顔と心と恋の関
係
（私の目に豆の
殻）

2009 映画 カン・ジファン、イ・ジア
脚本：大石静、監
督：イ・ジャンス

全てにおいて完ぺき男カン・テプ
ンが交通事故の後遺症で視覚障
害になり、イケていない女に一目
ぼれしてしまうというロマンチック
コメディ。

日本の有名作家たちと韓国ド
ラマの監督や俳優・女優が手
を組んで、NEW韓ドラの7本
のうちの1作。テレシネマ。

35
家族の恋愛バト
ル

2005 OCN 全6話
チェ・ジョンウォン、イ・
キョンピョ、イ・メリ、チュ・
ジャヒョン

監督・演出： キム・
ソンドク

セックスをテーマにしたお色気コ
メディシリーズの第1弾。大抵はタ
ブー視されてる家族の“性”を通
して描く、ちょっと変わった家族の
肖像。

キスも交わさない純愛ドラマ
ファンには、少々刺激の強い
本作。新感覚の韓国ドラマと
して一見の価値ありかも。

36  悲しき恋歌 2005 MBC  全20話

 クォン・サンウ、キム・ヒソ
ン、ヨン・ジョンフン、キ
ム・ヨンジュ、MCモン、
ナ・ヨンヒ、チン・ヒギョ
ン、ユ・スンホ

 監督・演出： ユ・
チョルヨン、脚本：
イ・ソンウン

 米軍基地で歌う母を見て育った
ジュニョンと盲目の少女ヘイン
が、惹かれあいながらも離れ、切
ない「涙の四角関係」という形で
再会してしまう悲恋物語。

ミュージックビデオのような叙
情的な映像と音楽で好評を
博した。

37
彼女がラブハン
ター

2007 SBS 全16話
オム・ジョンファ、オ・ジ
ホ、カン・ソンジン、キム・
ガプス、パク・タアン

演出／脚本 パク・
ヒョンギ／パク・ヘ
リョン、パク・ジウン

大学時代“クイーン”と呼ばれ、あ
まりの傲慢さに行き遅れた女と、
150キロの巨漢の冴えない男が繰
り広げる傑作ラブコメディ。

ナイスガイのオ・ジホがデブ
男に変身するため、「カンナさ
ん大成功です！」で施した特
殊メイクで変身。

38  神様、お願い 2005 SBS  全85話

 ユン・ジョンヒ（イ・ジャギョ
ン）　、イ・テゴン（ク・ワン
モ）、チョ・ヨンウ（キム・
チョンハ）、ワン・ビンナ
(カン・イェリ)

 監督・演出： イ・ヨ
ンヒ、シン・ユンソ
プ、脚本： イム・ソ
ンハン

 メイクアップ・アーティスト、ニュー
スキャスター、人気俳優。誰もが
憧れる職業の彼らの、プライベー
トでは抱える家族の問題を描い
たヒューマンドラマ。

物語中心で新人の起用なが
ら、視聴率連続１位を記録
し、３度も放送回数が延長さ
れた、驚異の人気ドラマ。

39 ★
カムバック！スネ
さん

2006 SBS 全16話
シム・ヘジン、パク・ジ
ニ、ユン・ダフン、イ・ジェ
ファン、クォン・ヘヒョ

脚本：チェ・スン
シック

パイロットの夫の浮気が原因で、
妻（40代の典型的おばさん）と、
愛人（20代のセクシー客室乗務
員）の魂が入れ替わってしまうラ
ブコメ。

「銭の戦争」でも人気の、美
人女優パク・ジニのおばさん
振りには驚き！
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40 家門の栄光 2008 SBS 全54話

ユン・ジョンヒ、パク・シ
フ、キム・ソンミン、チョ
ン・ヘジン、シン・グ、ナ・
ヨンヒ

監督・演出：パク・ヨ
ンス、脚本：チョン・
ジウ

後継者問題に揺れる大家族と、
金にモノを言わせて入り込もうと
する別の家族とが、名家を舞台
に巻き起こす波乱と恋愛模様を
コミカルに描いたハートフルな
ファミリードラマ。

「イルジメ」のパク・シフも魅力
的だが、なんといってもハ・マ
ンの名門宗家の末裔ははまり
役。韓国名家の伝統文化や
生活様式にも注目だ。

41 ★ 華麗なる遺産 2009 SBS 全28話
ハン・ヒョジュ、イ・スン
ギ、ペ・スビン、ユ・スンミ

演出：チン・ヒョク、
脚本：ソ・ヒョンギョ
ン

鞄を取り違えたことで人生の歯車
が狂いだしたウンソン。遺産を巡
り陰謀や困難、悲劇などに見舞
われながらもくじけず、最後は本
当に大切なものを見つる王道の
韓ドラ。

2009年上半期№１の人気ドラ
マ。主人公たちのフレッシュ
な演技が魅力。

42 ★ ガラスの城 2008 SBS 全51話
ユン・ソイ、イ・ジヌク、キ
ム・スンス、ハン・ヨルム

演出：ホン・チャン
ウク/脚本：ユ・ヒョ
ンミ

貧しい家庭で育った平凡な女子
アナが玉の輿に乗った後の物
語、つまり「シンデレラのその後の
物語」とでも言うべきお話。

最高視聴率30％のヒットを記
録した、現代版シンデレラ・ス
トーリー。

43  ガラスの華 2004 SBS  全20話
 イ・ドンゴン、キム・ハヌ
ル、キム・ソンス、ユミン/
笛木優子、シム・ジホ

 監督・演出： イ・
チョンスン、脚本：
パク・ヘギョン

幼少時代を共に過ごし、「三銃士
同盟」で未来を誓い合ったドン
ジュ、ギテ、ジス。時が流れて、離
ればなれとなった3人だったが、
運命の糸にたぐり寄せられて…。

本格的な日本ロケ（神戸）が
話題。黒田福美、金子昇、笛
木優子ら、日本人俳優のキャ
スティングも魅力。

44
がんばれ！クム
スン

2005 MBC 全163話

ハン・ヘジン、カン・ジ
ファン、イ・セウン、イ・ミ
ンギ、キム・ナムギル

監督。演出：イ・デ
ヨン、脚本：イ・ジョ
ンソン

ヒロインがさまざまな困難を乗り越
え、あたたかい家族の愛と絆、夢
の実現、そして新たな恋を手に入
れようと奮闘する姿を、笑いあり、
涙ありで描いた極上のホームドラ
マ。

視聴率42%！タイトルの原題
は、朝鮮戦争中に流行した
歌「強くなれ、クムスン」が元
になった作品で、ペ・ドゥナで
映画化もされている。

45 ★
乾パン先生とこ
んぺいとう

2005 SBS 全16話
コン・ヒョジン、コン・ユ、
チェ・ヨジン、チュ・ヒョン
ギ、ヒョニョン

監督・演出： オ・
ジョンノク、脚本：
パク・ケオク

新米女性熱血教師と不良学生と
が繰り広げる元気いっぱいの学
園ラブコメディ。

韓国版「ごくせん」という感じ。
二人の実年齢は、コン・ユの
高校生姿は意外と有！

46
 北の駅から　第1
部

1996 MBC  全25話

 パク・インファン（チェ・ス
ンドン)、イ・ジョンウォン
(チェ・ジョンイン)、チョ
ン・ドヨン(チェ・ケスン)、
イ・ヨンエ(キム・チェウォ
ン)

 監督・演出： チョ
ン・セホ、脚本：
チェ・ワンギュ

 片田舎の小さな駅を舞台に、一
人の駅員とその家族の人間模様
を描いたヒューマンドラマ。欲や
名誉にとらわれず、苦しくも誇り高
く暮らすチェ一家の生き様を描い
たヒューマンドラマ。

「チャングムの誓い」のイ・ヨン
エ、カンヌの女王チョン・ドヨ
ンら、実力派俳優たちのブレ
イク前の姿が見られる。

47
 北の駅から　第2
部

1996 MBC  全17話

 チョン・ウン(チュ・ドッ
キ)、チョン・チャン(パク・
チャンギュ)、キム・シウォ
ン(イ・キョンソン)、イ・ヘ
ウン(チュ・ウネ)

 監督・演出： チョ
ン・セホ、脚本：
チェ・ワンギュ

 片田舎の小さな駅の駅員とその
家族の人間模様を描いたヒュー
マンドラマ。欲や名誉にとらわれ
ず、苦しくも誇り高く暮らすチェ一
家の生き様を描いたヒューマンド
ラマ。

第２部では、「冬のソナタ」の
イ・ヘウン、「黄金のリンゴ」の
チョン・チャンらが贈る笑いと
感動が魅力。

48  キッドギャング 2007 OCN  全16話

 ソン・チャンミン、イ・ギ
ウ、イ・ジョンス、キム・ビ
ヌ、イム・イェジュン、ペ
ク・ソンヒョン、イム・ホ、
ソ・ヨン

 監督・演出： チョ・
ジャンジュ、チャ
ン・ドンホン、脚本：
パク・ゲオク

 伝説のヤクザのデボン、カルナ
ル、ホングの3人が見知らぬ赤ん
坊を預かるところから始まる、ドタ
バタ爆笑子育てコメディ。

原作は爆笑子育て漫画。豪
華キャスト陣の競演が見も
の。

49
 京城スキャンダ
ル

2007 KBS  全16話

カン・ジファン( ソヌ・ワ
ン)、ハン・ジミン(ナ・ヨ
ギョン)、リュ・ジン(イ・ス
ヒョン)、ハン・ゴウン
(チャ・ソンジュ)

 監督・演出： ハン・
ジュンソ、脚本： チ
ン・スワン

遊び人ワンを変えていく。 30年
代の京城を舞台に、名うてのプレ
イボーイが、お堅い女性教師に
恋をした！美男美女の命がけの
愛が炸裂す物語。

暗い時代が舞台のドラマなが
ら、過激に面白く、ポップで可
憐なラブコメに仕上がってい
る。

50 ★
キツネちゃん、
何してるの？

2006 MBC 全16話
コ・ヒョンジョン、チョン・
ジョンミョン、チョ・ヨヌ

監督・演出：クォン・
ソクチャン、脚本：
キム・ドウ

女の本音丸出しの、ちょっぴり
エッチでたっぷりかわいい大人の
女と、年下男の痛快ラブコメ。

かつて“花嫁にしたい女優№
１”でもあったコ・ヒョンジョン
が、清純なイメージとは正反
対のアダルト誌の編集者を演
じる。

51 ★ グリーンローズ 2005 SBS 全22話
コ・ス、イ・ダヘ、イ・ジョン
ヒョク、キム・ソヒョン

監督・演出：キム・
スリョン、キム・ジン
グン 、脚本：ユ・ヒョ
ンミ、キム・ドゥサム

普通の会社員が、見えない陰謀
に翻弄され、悲しき逃亡者になっ
て復讐をするサスペンス・ラブス
トーリー。

コ・スの渾身の演技は圧巻！
逃亡者となって、落ちぶれて
いくさまは胸詰まるものがあ
る。

52
宮S-Secret
Prince-

2007 MBC 全20話
SE7EN-チェ・ドンウク、
ホ・イジェ、カン・ドゥ、パ
ク・シネ

演出：ファン・イン
レ、キム・スヨン、脚
本：イ・ジェスン、ト・
ヨンミョン

訳あってその出生を知らされない
まま育った中華料理店の出前持
のイ・フーが、皇太子となる物語。

K-POP界のプリンス・ＳＥ７Ｅ
Ｎがやんちゃ王子で、ライバ
ルもThe Jaduのカンドゥで、
K-POP対決。
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53 ★
 宮 ～Love in
Palace

2006 MBC  全24話

ユン・ウネ( シン・チェギョ
ン)、チュ・ジフン(イ・シン
／皇太子)、John-
Hoon(ジョンフン)(イ・ユ
ル／義誠君)、ソン・ジヒョ
(ミン・ヒョリン)

 監督・演出： ファ
ン・インレ、脚本：
イン・ウナ

韓国に現在、王室が存在してい
たら…そんな大胆な設定で始ま
る、フツーの女子高生が皇室に
嫁いでプリンセスになる最高に楽
しいラブコメ。

大人気の少女マンガ「宮」が
原作。主役の4人が新人で大
ブレイク。現代と伝統をアレン
ジした、豪華なセットや衣装も
見所。

54
 外科医ポン・ダ
ルヒ

2007 SBS  全18話

 ポン・ダルヒ(イ・ヨウォ
ン)、アン・ジュングン(イ・
ボムス)、イ・ゴヌク(キム・
ミンジュン)、チョ・ムンギョ
ン(オ・ユナ)

演出：キム・ヒョンシ
ク、脚本：イ・ジョン
ソン

国内トップレベルのソウルの病院
に勤務する研修医たちを中心
に、救命医療の現場を描いた本
格メディカル・ドラマ。

当初16話で完結するはずの
ところ、熱烈なファンからの要
望で2話分延長したいう大ヒッ
ト作。

55  恋人 2006 SBS  全20話

 ハ・ガンジェ(イ・ソジン)、
ユン・ミジュ(キム・ジョン
ウン)、カン・セヨン(チョ
ン・チャン)、パク・ユジン
(キム・ギュリ)

 監督・演出： シン・
ウチョル、脚本： キ
ム・ウンスク

女医と孤児院育ちのヤクザとが、
用地買収がきっかけで知り合い、
複雑な人間関係の絡み合う中、
次第に愛を育むようになる、珠玉
のラブストーリー。

恋人3部作の第3弾。主演の
二人は、今は別れたが、これ
がきっかけで付き合うように
なった。

56 恋するハイエナ 2006 SBS 全16話

キム・ミンジョン、ソ・イヒョ
ン、オ・マンソク、シン・ソ
ンロク、ユン・ダフン、パ
ク・シヨン

監督・演出： チョ・
スウォン、脚本：
イ・ソンウン

韓国の等身大の4人の男達のホ
ンネと実状を見せる、エロチック
でロマンチックなドラマ。

韓国TVドラマのタブーを破っ
たエロチックできわどいシー
ンを織り込んだ始めてのラブ
コメとして、視聴者を大いに
驚かせた。

57 ごめん、愛してる 2004 KBS 全16話

ソ・ジソプ、イム・スジョ
ン、チョン・ギョンホ、ソ・
ジヨン、チェ・ヨジン、イ・
ヘヨン

監督・演出： イ・ヒョ
ンミン、脚本： イ・
ギョンヒ

ストリートギャングのムヒョクと、スタ
イリストのウンチェが偶然出会い、
死をも厭わぬ切ない愛の軌跡を
描く。

ソ・ジソプの独特のファッショ
ンと切ない涙の演技に魅せら
れた熱狂的なファンを「ミサ廃
人」と呼んだ。

58  ゴースト 1999 SBS  全16話
 チャン・ドンゴン、キム・ミ
ンジョン、ミョン・セビン、
キム・サンジュン

 監督・演出： キム・
ジョンハク、ミン・
ビョンチョン 、脚
本： カン・ウンギョ
ン

人間界を救うために過酷な運命
に立ち向かう男と女、そしてキャラ
の濃いゴーストたちが繰り広げる
壮大なファンタジーアクション。

 実力派ミョン・セビンが清楚
な女医とタフな記者を一人二
役で演じるのが見もの。

59 ★
 コーヒープリンス
1号店

2007 MBC  全17話

 ユン・ウネ(コ・ウンチャ
ン)、コン・ユ（チェ・ハン
ギョル)、イ・ソンギュン(
チェ・ハンソン)、チェ・
ジョンアン( ハン・ユジュ)

監督・演出： イ・ユ
ンジョン、脚本： イ・
ジョンア、チャン・

 ヒョンジュ

働き口を求めて、仕方なく男に成
りすましたウンチャンと、イケメン・
オーナーとが繰り広げる傑作ラブ
コメ。

「宮」のユン・ウネの男装の麗
人ぶりは必見！コン・ユが、
ゲイではないかと悩む姿もか
わいい。

60  酒の国 2002 SBS  全16話
 キム・ジェウォン、キム・ミ
ンジョン、チェ・ガンヒ、
イ・ドンウク

 監督・演出： イ・ジ
ンソク、脚本： イ・
ヒャンヒ

 韓国の酒造業界を舞台に、傷つ
き合いながら成長していく4人の
若者たちの愛と成長を描くラブ・
ストーリー。

知られざる韓国酒造界の裏
事情が興味深い。韓国の次
世代を担うスターたちの豪華
競演も話題。

61
ザ・スリリング
ショット
－男の物語-

2009 KBS 全20話

パク･ヨンハ（キム・シ
ン）、キム・ガンウ（チェ・
ドウ）、パク・シヨン（ソ・
ギョンア）

演出：ユン・ソンシ
ク

キム・シン（パク・ヨンハ）は、平凡
な人生を送っていたが、借金苦
で自殺した兄の復讐を誓い、殺
人未遂の容疑で監獄に入る。そ
こでワイルドな男に生まれ変わ
る。

「冬のソナタ」のサンヒョクとは
まったく違う、ワイルドな男を
演じるパク･ヨンハが魅力。

62
 サマービーチ！
海辺へ行こう

2005 SBS  全14話

 イ・ワン(チャン・テプン)、
チョンジン(チャン・テヒョ
ン)、イ・チョンア(ユン・ソ
ラ)、カン・ジョンファク(ミ
ン・ジュヒ)

 監督・演出： イ・ス
ンリョル、脚本：
チョ・スニョン、ム
ン・ヒジョン

リゾート会社の破天荒な御曹司と
イルカの調教師を目指す女の子
が、白い砂浜の上で繰り広げる
青春ラブストーリー。

キム･テヒの実弟イ・ワンや、
SHINHWAのチョンジン、「オ
オカミの誘惑」のイ・チョンア
たちのフレッシュな演技が魅
力の作品。

63
 サンシャイン・オ
ブ・ラブ

2004 SBS  全16話

 ソン・ヘギョ(チ・ヨヌ)、
リュ・スンボム(キム・ミノ)、
チョ・ヒョンジェ(チョン・ウ
ンソプ)、チェ・ユジョン
(イ・スア)

監督・演出： キム・
ジョンヒョク、脚本：

 チョ・ジョンファ

 父親が謎の死後、愛を信じない
女性ヨヌの元に、パティシエのウ
ンソプが転がり込んだことで始ま
る愛と葛藤劇を描いたドラマ。

「秋の童話」のソン・ヘギョが
ボーイッシュでたくましい女の
子役に挑戦。「ソドンヨ」の
チョ・ヒョンジェの爽やかな演
技も魅力。

64
 サンドゥ 学校へ
行こう

2003 KBS  全16話

 Rain（ピ）、コン・ヒョジン、
イ・ドンゴン、ソン・ミン
ジュ、ハン・セラ、リュ・ス
ンス、ホン・スヒョン

 監督・演出：イ・ヒョ
ンミン・脚本：イ・
ギョンヒ

 ソウルで暮らす27歳のサンドゥの
職業はヒモ！しかし実は未婚の
父で、稼いだ金を、病弱な7歳の
娘の治療費に注ぎ込んでいる。
そんな彼が15年間想い続けてい
る女性が…。

2003年KBS演技大賞新人男
優賞、2003年ネチズンが選
ぶベストカップル賞受賞作
品。

65  島の村の先生 2004 SBS  全16話
 キム・ミンジョン、ハン・ジ
ヘ、イ・ドンウク、パク・ウ
ネ、クォン・オジュン

 監督・演出： キム・
ヨンソプ、脚本：
イ・ユジン

美しい海に浮かぶ小さな島を舞
台に、殺人事件の現場を目撃し
たために、刑事に付きまとわれ、
極道から追われることになった女

 性を中心に、5人の男女の愛と運
命を描く。

「守護天使」のキム・ミンジョ
ン、「マイガール」のイ・ドンウ
ク、「食客」のクォン・オジュン
ら、個性的なイケメンの競演
は必見。!
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66 ★
地面にヘディン
グ

MBC
ユンホ、アラ、イ・ユン
ジ、イ・サンユン他

監督・演出：パク・
ソンス /脚本：キ
ム・ソルジ

 愛のパワーで、無名のサッカー
選手が代表になるサクセスストー
リー。

東方神起のユンホが出演す
るドラマとして注目を浴びた。

67  18・29 2005 KBS  全16話

 パク・ソニョン(ユ・ヘチャ
ン)、リュ・スヨン(カン・サ
ンヨン/ボンマン)、パク・
ウネ(シン・ジヨン)、イ・
ジュンムン(キム・ヌン)

監督：キム・ウォニョ
ン、脚本： コ・ボン
ファン、原作： チ・
スヨン

 人気俳優の妻が離婚届を役所に
出しに行く途中、交通事故に遭
い11年分の記憶を喪失して、18
歳に逆戻りしてしまうことで、夫婦
のあり方を見つめなおすラブコ
メ。

ヘチャンを演じたパク･ソニョ
ンのの18歳で止まった時計と
夫婦の絆を元に戻すことはで
きるのだろうか？

68  守護天使 2001 SBS  全16話
 キム・ミンジョン、ソン・ヘ
ギョ、ユン・ダフン、キム・
ミン、チョ・ミリョン

 監督・演出： キム・
ヨンソプ、脚本：
イ・ヒミョン

孤児院育ちのダソは、姉のような
女性を交通事故で失い、生まれ
たばかりの彼女の子を自分の子
どもとして育てる。そんな彼女の
前に、ナイトクラブの用心棒をし
ているテウンが現れ…。

「秋の童話」のソン・ヘギョが
未婚の母を熱演。名俳優との
呼び声高いキム・ミンジョンと
の競演も話題となった。ヒット
作。

69  ジュリエットの男 2004 SBS  全17話

 チャ・テヒョン、イェ・ジ
ウォン、チ・ジニ、キム・ソ
ンリョン、シン・グ、キム・ミ
ニ、チョ・ジェヒョン、
チェ・ジュニョン

 監督・演出： オ・
ジョンノク 、脚本：
パク・ゲオク

 デパート社長だった父の死で、女
社長に任命されたチェリンと婚約
者のスンウの元に、デパートの
100億ウォンの債権を持ったダメ
男ギプンが現れて、恋とマネー
ゲームが始まる。

恋の駆け引きも、企業の合
併、買収の攻防戦からも目が
離せない痛快ラブドラマ。

70  純粋の時代 2002 SBS  第16話
 コ・ス、キム・ミニ、パク・
ジョンチョル、ハン・ウン
ジョン、ク・ジュンヒョプ

 監督・演出： キム・
ジョンヒョク 、脚本：
イ・ジョンソン

 高校時代に愛し合っていた女性
は、親友の恋人。友情と愛の狭
間で揺れる3人の若者たちの青
春模様を描いたシリアス作品。

なんといっても、個性派俳優
たちのカリスマ演技に注目。

71 職場恋愛バトル 2007 OCN 全8話
オク・ジュヒョン、シニ、
チョン・ジュナ、キム・ジ
ウ、キム・インソ

監督・演出：キム・
ソンドク

既婚上司と浮気を楽しむ女、出
張先での一夜のアバンチュール
を夢見る男。そんなオフィス・ラブ
をテーマにした大人の恋愛模ドラ
マ。

実話が元になったドラマで、
ケーブルテレビならではのキ
ワドイお色気シーンも登場。

72  食客 2008 SBS  全24話

 キム・レウォン、クォン・オ
ジュン、ナム・サンミ、ウォ
ン・ギジュン、キム・ソヨ
ン、チェ・ブラム

 監督・演出：ハン・
チョルス、チェ・ジョ
ンス・脚本： パク・
フジョン・原作： ホ・
ヨンマン

韓国最高の宮廷料理人子孫ソン
チャンは、名門料理店の総料理
長に引き取られ料理の才能を開
花。そしてついに名門店の後継
者の座をかけ、料理長の実子と
対決する。

時代劇を思わす第1話からひ
きつけられる。美しく美味しさ
うな料理にヨダレガでそう。

73  白雪姫 2004 KBS  全16話

 イ・ワン、キム・ジョン
ファ、ヨン・ジョンフン、
チョ・ユニ、チャン・ヒウォ
ン、オ・スンヒョン

 監督・演出：イ・
ジェサン・脚本：ク・
ソンギョン、イ・ソ
ニョン

 超～力持ちヨンヒが、大好きな男
性のためにどんどんキレイになっ
ていく恋騒動を描いたラブコメ
ディ。

「銭の戦争」のキム・ジョンファ
がアラレちゃんメガネに、くる
りんパーマでかわいく熱演。

74  白い巨塔 2007 MBC  全20話

 キム・ミョンミン（チャン・
ジュンヒョク)、イ・ソンギュ
ン(チェ・ドヨン)、チャ・イ
ンピョ(ノ・ミングク)、ソン・
ソンミ(イ・ユンジン)

 演出：アン・パンソ
ク、脚本：イ・ギウォ
ン

 陰謀うごめく名門大学病院を舞
台に、医学界の知られざる実態を
描いた社会派、医療ドラマ。

原作は、日本でもドラマ化さ
れた高視聴率を獲得した山
崎豊子の同名小説。

75 ★
シンデレラのお
姉さん

2010 KBS 全20話
ムン・グニョン、チョン・
ジョンミョン、ソウ、テギョ
ン（2PM)

演出：キム・ヨン
ジュ、脚本：ギュワ
ン

不幸な生い立ちのせいで人を信
じることも愛することもしない女性
が、一人の青年によって心を解き
ほぐす感動作。

国民の妹のムン・グニョンが
始めての“悪い女”を同演じる
のかがみもの。

76 新入社員 2005 MBC 全20話
エリック（ムン・ジョンヒョ
ク）、ハン・ガイン、オ・ジ
ホ、イ・ソヨン

監督／演出： ハ
ン・ヒ 、脚本： キ
ム・ギホ、イ・ソンミ

ダメ男がどうしたことか一流企業
に主席合格してしまったことで起
きる抱腹絶倒の元気になれるコメ
ディ。

K-POPのSHIHWA（神話）の
エリックが、実像と正反対のダ
メ男を演じる。

77  スクリーン 2003 SBS  全18話
 キム・テヒ、コン・ユ、パ
ク・ジョンチョル、オ・スン
ヨン

 監督・演出： イ・ス
ンリョル、脚本： イ
ム・チェジュン

映画製作に情熱を燃やす4人の
若者たちの姿を描いたサクセス・
ラブストーリー。

 「乾パン先生…」のコン・ユの
出世作で、「天国の階段」の
キム・テヒの主演デビュー作。
テヒは地下鉄でスカウトされ
た。

78 スタイル 2008 SBS 全16話
キム・ヘス、リュ・シウォ
ン、イ・ジア、イ・ヨンウ、
ナ・ヨンヒ

監督・演出：オ・ジョ
ンロク、脚本：イ・ユ
ンジョン、キム・ジョ
ンア、ムン・ジヨン

派手で熾烈なファッションマガジ
ンで孤軍奮闘し、自分だけのスタ
イルを捜す4人の男女の姿がリア
ルに描いたロマンス。

韓国版「プラダを着た悪魔」と
呼ばれた話題作で、アーティ
ストのFTアイランドやパダ、世
界的デザイナーのイ・サンボ
ンらがカメオ出演も注目。
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79 スターの恋人 2008 SBS 全20話
チェ・ジウ、ユ・ジテ、
チャ・イェリョン、イ・ギウ

監督／演出： プ・
ソンチョル、脚本：
オ・スヨン

トップスター女優イ・マリと貧乏な
小説家志望の大学講師キム・チョ
ルスの共同生活から始まる大人
のラブロマンス。

主人公の出会いのきっかけ
が奈良・飛鳥。チェ・ジウの実
物大のキャスティングが見も
の。

80
 スマイル・アゲイ
ン

2006 SBS  全20話

 キム・ヒソン(オ・ダンヒ)、
イ・ドンゴン(パン・ハジ
ン)、イ・ジンウク(ユン・
ジェミョン)、ユン・セア
(チェ・ユガン)

 監督：ホン・ソン
チャン、脚本：ユ
ン・ソンヒ、演出:ホ
ン・ソンチャン

 高校時代ブラスバンド部に所属し
たハジン、女性ながら野球部員
のダンヒ、相手チームのスター選
手ジェミョン、ヤクザの娘のユガン
ら4人の青春と夢を描いたスポー
ツ系ラブ・ストーリー。

「悲しき恋歌」のキム・ヒソン、
「パリの恋人」のイ・ドンゴン、
「恋愛時代」でデビューした
イ・ジンウクら韓国ドラマ最高
のキャスト陣でお届けする、

81 ★ 青春の罠
シム・ウナ、イ・ジョンウォ
ン、ユ・ホジョン、チョン・
グァンリョル、ヨ・ウンゲ

監督・演出：チョン・
セホ /脚本： キム・
スヒョン

運命に翻弄される4人の男女の
切ない愛憎劇を描き大ヒットした
不朽の名作・

韓国で最高視聴率53.1％を
たたき出した話題作。伝説の
女優シム・ウナがヒロイン。

82 ★
製パン王キム・
タック

2010 ＫＢＳ 全30話
ユン・シユン、チュ・ウォ
ン、イ・ヨンア、ユジン、
チョン・グァンリョル

演出：イ・ジョンソブ
/
脚本：カン・ウギョン

70～80年代の韓国製パン業界を
育てた人物の実話を元にした、

最終回50.8％、瞬間最高視
聴率58.1％という驚異の数字
をたたき出した大ヒットドラマ。

83 ★ 銭の戦争 2007 SBS 全20話
パク・シニャン、パク・ジ
ニ、キム・ジョンファ、シ
ン・ドンウク、ヨ・ウンゲ

演出：チャン・テユ
/
伽ウｋ本：イ・ヒャン
ヒ

借金地獄で路上生活者に転落し
た男が、自らヤミ金業者になって
世の中に復讐する。

高視聴率で反響が大きく、韓
国史上初の続編として「～
ボーナスラウンド」が作られ、
本編とともに高視聴率を博し
た。

84 ★ セレブの誕生 2010 ＫＢＳ 全20話
チ・ヒョヌ、イ･ボヨン、ナ
ムグン・ミン、イ・シヨン

監督：イ・ジソン/脚
本：チェ・ミンギ/制
作：クリエイティブ・
ダダ

自分を財閥だと信じる男と後継者
になる事が唯一の人生の目標
だった女とが出会い、様々な方
法で富を得ようとする姿を描いた
ドラマなのだ。

いわゆるシンデレラ物語だ
が、夢見るのが男性というの
が目新しい。

85 千一夜話 2007 OCN 全8話 キム・ボギョンほか
監督／演出： キ
ム・ジョング

タロットカフェ「アラビアンナイト」
に行き交う人々とオーナーの恋
愛カウンセラーが、各話ごとに異
なる愛のエピソードを展開してい
くエロティック・ファンタジー。

中世アラブの民話「千一夜話
（アラビアンナイト）」をモチー
フにし、ケーブルTVならでは
ちょっとエロティックなドラマ。

86 ★ ソウル1945 2006 KBS 71話
リュ・スヨン、ソ・ユジン、
ハン・ウンジョン、キム・ホ
ジン

監督・演出：ユン・
チャンボム、ユ・ヒョ
ンギ、脚本：イ・ハ
ノ・チョン・ソンヒ

1945～50年の動乱期、朝鮮独立
という同じ志を持つ同士が、国づ
くりの過程で異なる理念のため南
と北に別れ、友情も、家族さえも
引き裂いて戦争に突入していく
悲劇を切ない愛を基軸に描いた

誰も正しく描かなかった韓国
近代史を、実在の若き主人
公たちを通して描いた感動
作。

87 空くらい地くらい 2007 KBS 全109話

パク・ヘジン、ハン・ヒョ
ジュ、イ・ジュヒョン、カ
ン・ジョンファ

演出：ムン・ボヒョ
ン、
脚本：チェ・ヒョン
ギョン

天と地ほど違う家族を通して、夫
婦、親子描き、家族の愛と幸せを
願うヒューマンドラマ。

名演出家と脚本家の作品
で、放送前から話題に。「華
麗なる遺産」のハン・ヒョジュと
「エデンの東」のパク・ヘジン
の演技にも注目。

88 ★
ソル薬局の息子
たち

2009 ＫＢＳ 全54話
ソン・ヒョンジュ、イ・ピル
モ、ハン・サンジン、チ・
チャンウク

脚本：チョ・ジョンソ
ン/監督：イ・ジェサ
ン

恵化洞にある一軒の薬局、ソル
薬局の、結婚できない4人の息子
の話を愉快に描くホームドラマ
だ。

最終回48.6％の驚異の視聴
率を叩きだした2009年最大の
ヒット作。

89  太陽に向かって 2003 SBS  全20話
 クォン・サンウ、ミョン・セ
ビン、チョン・ソンファン、
キム・ジョンファ

 監督・演出： ムン・
ジョンス、チョ・ナム
グク、脚本： ソ・ヒ
ジョン

 亡き父の夢を追って海軍に入隊
し、何事にも全力投球で挑む熱
血漢ソンミンが、運命的な出会い
を果たした女医ヘリに猛アタック
を開始する、コメディ要素もたっ
ぷりの純愛ドラマ。

クォン・サンウの記念すべきド
ラマ初主演作。

90 ★ 太陽の女 2008 KBS 全20話

キム・ジス、チョン・ギョウ
ン、イ・ハナ、ハン・ジェソ
ク、カン・ジソプ、アン・
ジョンフン、チョン・エリ

プロデューサー：
ペ･ギョンス､脚本：
キム・インヨン

人気女子アナの順風満帆の人生
が、行方不明の妹の登場で破滅
へと追いやられてしまう、愛と運
命を描いた韓国ドラマの王道を
行く作品｡

視聴率が尻上がりに上昇した
作品。同じ女子アナのドラマ
「イヴのすべて」のハン･ジェソ
クが、主人公の婚約者役で登
場。

91 ★  タルジャの春 2007 KBS  全22話

 チェリム（オ・タルジャ）、
イ・ミンギ （カン・テボ
ン）、イ・ヒョヌ（ オム・キ
ジュン）、イ・ヘヨン（
ウィ・ソンジュ）

 監督・演出： イ・
ジェサン、脚本： カ
ン・ウンギョン

同世代の女性から圧倒的な支持
を得た話題のドラマ！有能なキャ
リアウーマンで30代独身女性が、
6歳年下のイケメン恋人代行業者
との愉快で素敵な恋の物語。

他のドラマや映画の音楽や
パロディーシーンが満載！
「ロミオとジュリエット」「ターミ
ネーター」～「ファン・ジニ」ま
で。
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92
チャンファ、ホン
リョン

2009 KBS 全150話

ユン・ヘヨン（ホンリョ
ン）、キム・セア（ユン・
チャンファ）、チャン・ヒョ
ンソン（カン社長）

演出：イ・ウォニク、
脚本：ユン・ヨンミ

友情から芽生える憎しみ、愛から
燃え上がる復讐！姑を捨てた女
と姑を世話する女を中心に繰り広
げられる愛と嫉妬の復讐劇。

認知症の姑を捨てた嫁という
実話をもとにした2009年最高
話題作。復讐劇を基に、家族
愛の回復を描いたのがいか
にも韓ドラ。

93 妻の誘惑 2008 SBS 全129話

チャン・ソヒ、イ・ジェファ
ン、ピョン・ウビン、キム・
ソヒョン

プロデーサー：コ・
フンシク、演出：
オ・セガン、脚本：
キム・スノク

夫に不倫をされ、命まで奪われそ
うになった貞淑な妻の凄惨な復
讐劇。

あの「花男」を抜く聴率40.6％
の大ヒット作。「人魚姫」の
チャン・ソヒの復讐第2弾！

94 ★ テロワール 2008 SBS 全20話

キム･ジュヒョク（カン・テミ
ン）、ハン・ヘジン（イ･ウ
ジュ）、ユソン（アン・ジソ
ン）、キ・テヨン（ジョイ・パ
ク）

ワインレストラン「テロワール」を舞
台に、ワインに情熱を注ぐ主人公
たちの恋愛や人間ドラマを描い
た、初のワインがメインの初のドラ
マ。

「プラハの恋人」キム･ジュヒョ
クと「朱蒙」のハン･ヘジンが
熱演。大人のラブロマンス。

95  天国の階段 2003 SBS  全22話
クォン・サンウ、チェ・ジ
ウ、キム・テヒ、シン・ヒョ

 ンジュン、イ・ワン

 監督・演出： イ・
ジャンス、脚本： パ
ク・ヘギョン、ムン・
ヒジョン、キム・ナム
ヒ

幼馴染のソンジュとチョンソは、
チョンソの父の再婚で大きくひき
裂かれる。この二人に義兄妹テ
ファとユリを加えた4人の熾烈な
純愛物語。

韓国で最高視聴率44.1％を
記録。日本での第一次韓流
ブーム時にテレビ放映され
た、「事故」「記憶喪失」「不治
の病」韓ドラ黄金則たっぷり。

96  天国の子供たち 2002 KBS  全12話
 キム・ドンワン/神話、ヤ
ン・ミラ、イ・ミヌ、パク・ハ
ニ、チョ・ヨングァン

 監督・演出：キム・ヨ
ンギュ

“正しいことに正直でいられる
か？”社会の傍観者となりがちな
現代人が忘れかけていることに、
正面から向き合った感動作。

アジア各国で人気の男性6人
組アイドルグループ
“SHINHWA（神話）”ボーカ
ルのキム・ドンワンの初主演
作。

97 ★ 天使の誘惑 2009 SBS 全21話
ぺ・スビン、ハン・サンジ
ン、イ・ソヨン、キム・テヒョ
ン、ホン・スヒョン

脚本：キム・スノク、
演出 ：ソン・ジョン
ヒョン

妻に裏切られた夫が全身整形で
別の人間になって妻に復讐す
る。

「妻の誘惑」の脚本化が描い
た夫の復讐劇。

98  天女と詐欺師 2003 SBS  全20話

 アン・ジェウク（チョン・
ジェギョン)、キム・ミンソ
ン(ソン・ギョンスク)、チョ
ン・ユソク(スンジョン)、
ソ・イヒョン(ジナ)

 監督・演出： チャ
ン・ヨンウ、脚本：
キム・ヨンチャン

天才詐欺師ジェギョンは、資産家
のハン会長をターゲットにひと仕
事企んだはずだったが、思わぬ
展開から出会った女性に恋をし
てしまうコミカルで純なラブストー
リー。

アーティスト、エンジニア、ス
リ、ホストとジェギョン率いる
チームの鮮やかな仕事（詐
欺）ぶりが痛快。

99  トマト 1999 SBS  全16話

 キム・ヒソン、キム・ソック
ン、キム・ジヨン、キム・サ
ンジュン、パク・ウォンス
ク、シン・グ

 監督・演出： チャ
ン・ギホン、脚本：
イ・ヒミョン

 靴のデザイナーになること夢見る
ハニが愛をつかみ、夢を叶えるま
でを描くシンデレラ・ストーリー。

韓国№１美女といわれるキム・
ヒソンの可憐な演技が話題を
呼び、韓国で最高視聴率
50％超の大ヒットドラマ。

100 ★  夏の香り 2003 KBS  全20話

 ソン・スンホン(ユ・ミヌ)、
ソン・イェジン(シム・ヘ
ウォン)、リュ・ジン(パク・
ジョンジェ)、ハン・ジヘ
(パク・ジョンア)

 演出: ユン・ソゴ、
脚本: チェ・ホヨン

過去に心臓移植手術を受けたヘ
ウォンが、山で見知らぬ青年ミヌ
に助けられ、運命に導かれたよう
に互いに惹かれる。爽やかでほ
ろ苦いラブストーリー。

ユン・ソクホ監督の四季シリー
ズ第3弾。リゾート地を舞台に
した絵本のような美しい作
品。

101 ★ ニューハート 2007 MBC 全23話
チソン、キム・ミンジョン、
チョ・ジェヒョン、イ・ジフ
ン

監督・演出：パク・
ホンギュン、脚本：
ファン・ウンギョン

大学病院を舞台に、繰り広げられ
る医師たちの奮闘、人間関係、
恋愛模様を巧みに描いたメディ
カルドラマ。

チ・ソンが除隊後の初復帰作
として大きな注目！34％で視
聴率1位の作品。怪我や手術
が超リアル。

102 ★ 人魚姫 2002 MBC 全246話

チャン・ソヒ、キム・ソンテ
（キム・ソンミン）、ク、ウ・
ヒジン、パク・クニョン、ハ
ン・ヘスク

監督・演出：イ・
ジュファン、脚本：
イム・ソンハン

人気女優と浮気の結果、父に捨
てられた娘が人気脚本家になり
復讐を誓うが、やがて真実の愛に
気づき、新たな葛藤に苦しむ、愛
憎劇。

韓国で47．9％の視聴率記
録。父が自分たちを捨てたと
きのストーリーそのままの脚本
を相手の女優に演じさせる執
拗な演出場面は必見。

103 拝啓、ご両親様 2004 KBS 全68話

キム・ヘスク、チャン・ヒョ
ンソン、イ・ドンウク、ソ
ン・ジェホ、キム・ヒエ、
ホ・ジュノ
プロデューサー　ジョン・
ウルヨン

プロデューサー：
ジョン・ウルヨン、脚
本：キム・スヒョン

障害を持つ息子を育てる長女、
親思いの長男、友人と屋台を始
めようとする次男、人生に迷って
いる末っ子の4人兄弟と父母の悲
喜こもごもの日常を描いた韓流
ホーム・ドラマ。

「火花」の演出家、脚本家の
ゴルデンコンビの高視聴率
36.2%を記録した人気ドラマ。

104 ★ 走れ！サバ 2007 SBS 全8話
イ・ミンホ、ムンチェウォ
ン、クォン・セイン、チョ
ン・ユンジョ

演出：キム・ヨン
ジェ、チェ・ヨンフ
ン、キム・ホンソン/
脚本：ペク・チヒョ
ン、パク・ジェヒョン

シットコム（シチュエーションコメ
ディ）に漫画的技法を加味し、問
題学生が社会とぶつかりながらも
元気に成長していく過程を描い
たドラマ。

花より男子」で道明寺司役を
演じたイ・ミンホが主演の学園
ドラマ。
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105 パスタ 2010 MBC 全20話
コン・ヒョジン、イ・ソン
ギュン、アレックス、イ・ハ
ニ

演出：クォン・ソク
チャン/脚本：ソ・ス
クヒャン

イタリアンレストランの熱血シェフ
と一流コックを夢見る女性のラブ
ロマンス。

「キム･サムスン」に続く、女性
料理人がヒロイン。

106  初恋 1996 KBS  全66話

 チェ・スジョン（ソン・チャ
ンヒョク)、ペ・ヨンジュン
（ソン・チャンウ)、イ・スン
ヨン（イ・ヒョギョン)、チェ・
ジウ(カン・ソクヒ)

 脚本：チョ・ソへ

 貧しい家庭に育った、芸術的な
才能豊かな兄と、頭脳明晰な弟
は、資産家の娘ヒョギョンに淡い
恋心を抱いていく…。純愛、家族
や友情、韓国における社会問題
を色濃く描いた人間ドラマ。

、ドラマ史上最高の65.8％と
いう視聴率をはじき出し、ぺ・
ヨンジュン、チェ・ジウらの出
世作。無名時代のチャ・テヒョ
ンも出演。

107  バッドガールズ 2002 SBS  全16話
 パク・ソルミ、ソン・ユリ、
キム・ヘリ、パク・グァン
ヒョン

 監督・演出： チェ・
ムンソク、脚本： パ
ク・ヒョンジュ

 三十路を控えた崖っぷちの正社
員、雑用に追われるアルバイト、
結婚もキャリアも手に入れた管理
職。3人のキャリア志向の女性た
ちの前向きの生き方を描いたドラ
マ。

「冬のソナタ」のパク・ソルミ、
「雪の女王」のソン・ユリ、ミス
コリア出身のキム・ヘリら美女
の共演が見もの。

108
 BAD LOVE～愛
に溺れて～

2007 KBS  全20話

 クォン・サンウ(カン・ヨン
ギ)、イ・ヨウォン(ナ・イン
ジョン)、キム・ソンス(イ・
スファン)

 監督・演出： クォ
ン・ジェホン、脚
本： イ・ユジン

 美しい女性チェリストと、過去に愛
した男と、今恋に落ちている男と
のドロドロの三角関係を描いた究
極のラブストーリー。

キム・ソンスとの共演をきっか
けに、クォン・サンウを結婚へ
と結びつけた記念碑的ドラ
マ。

109  Happy Together 1999 SBS  全16話

 イ・ビョンホン、ソン・スン
ホン、チョン・ジヒョン、
チャ・テヒョン、キム・ハヌ
ル

 監督・演出： オ・
ジョンノク、脚本：
ペ・ユミ

生き別れになった5人の兄弟が、
運命の再開を果たし一緒に暮ら
すことになる。彼らはお互いを思
いやり、認め合うことができるだろ
うか!?

イ･ビョンホンとソン･スンホン
が兄弟という、今では不可能
なキャスティング。

110 花火 2006 MBC 全17話
ハン・チェヨン、カン・ジ
ファン、パク・ウンヘ、ユ
ン・サンヒョン

監督・演出：チョン・
セホ、キム・ホンソ
ン
脚本：キム・スンドッ
ク

学歴だけがとりえのヒロインが、恋
人の愛を取り戻すために浮気相
手が勤める化粧品会社に偽装就
職することから始まるラブコメ
ディ。

韓国の現代女性を描いた話
題作。韓国の未ムタクといわ
れる今人気沸騰中のユン・サ
ンヒョンも登場。

111 ★

 花より男子～
Boys Over
Flowers

2009 KBS  全25話

 ク・ヘソン、イ・ミンホ、キ
ム・ヒョンジュン、キム・ボ
ム、イ・ヘヨン、キム・ヒョ
ンジュ、ハン・チェヨン、
イ・シヨン、キム・ソウン

 監督・演出：チョン・
ギサン・脚本：ユ
ン・ジリョン・原作：
神尾葉子

ブルジョワが通う高校に、入学し
てしまった女の子のつくしが、学
園を我が物にする超イケメン4人
組みを相手に孤軍奮闘する学園
ドラマ。

日本の漫画が原作。台湾、日
本と続くアジア3部作のしんが
り。T-MAX、SS501が主題歌・
挿入歌を歌う。

112
 波乱万丈！ミス・
キムの10億作り

2004 SBS  全16話

 キム・ヒョンジュ、チ・ジ
ニ、パク・コニョン、キム・
ソンリョン、シン・グ、ヨ・ウ
ンゲ、ポン・テギュ、ソン・
ジル

 監督・演出： チャ
ン・ギホン、脚本：
パク・ヨンソン

式当日に結婚破棄の手紙が届い
た花嫁ウンジュと、行きがかり上、
一緒に式場を飛び出したカメラマ
ンとの奇妙な同居から始まるロマ
ンスを描いた恋物語。

「ガラスの靴」で注目を集めた
キム・ヒョンジュの明るくバイタ
リティあふれる演技が、見るも
のに勇気と元気を与えてくれ
る。

113  バリでの出来事 2004 SBS  全20話
 ハ・ジウォン、ソ・ジソプ、
チョ・インソン、パク・イェ
ジン、キム・スミ

 監督・演出： チェ・
ムンソク、脚本： キ
ム・ギホ

御曹司ジェミンの婚約者ヨンジュ
は、インウクのことを忘れられな
い。バリ島を旅をすることになった
3人は、現地ガイドのスジョンと出
会い、運命を大きく狂わせていく
…。

 「星を射る」のチョ・インソン、
「ごめん、愛してる」のソ・ジソ
プらによるドロドロ愛憎劇で、
“バリラバー”なる熱狂的ファ
ンを誕生。衝撃的なラストに
注目。

114  パリの恋人 2006 SBS  全20話
 パク・シニャン、キム・ジョ
ンウン、イ・ドンゴン

 監督・演出： シン・
ウチョル、ソン・チョ
ンヒョン 、脚本： キ
ム・ウンスク、カン・
ウンジョン

 パリで出会った留学中の苦学生
テヨンと御曹司ギジュ、そして自
由人の甥スヒョクの三角関係。
数々の困難に遭遇しながらも、と
ても幸せな気分にしてくれるシン
デレラ・ストーリー。

恋人シリーズの第1弾。パク・
シニャンとイ・ドンゴンのタイプ
の違う王子様ぶりが見どこ
ろ。

115  春の日 2005 SBS  全20話

 コ・ヒョンジョン、チョ・イン
ソン、チ・ジニ、ハン・ゴウ
ン、シン・チュンシク、
チャン・ヨン

 監督・演出： キム・
ジョンヒョク、脚本：
キム・ギュワン

純粋な愛にすべてをかける兄弟
の一途な想いと、二人の愛の間
で揺れる女性とを美しいメロ
ディーで綴るラブストーリー。

日本のドラマ「星の金貨」のリ
メイク版。韓国で30％を超え
る高視聴率を獲得。

116 ★  春のワルツ 2006 KBS  全20話

 ソ・ドヨン(ユン・ジェハ)、
ハン・ヒョジュ(パク・ウニョ
ン)、ダニエル・ヘニー
(フィリップ・ローゼンター
ル)、イ・ソヨン（ソン・イナ)

 監督・演出： ユン・
ソクホ、脚本： ファ
ン・ダウン、ク・ジ
ウォン

冬のオーストリアで運命に導かれ
るようにして出会った4人の男女
の純粋な愛を、繊細な映像美と
音楽で綴ったラブストーリー。

ユン・ソクホ監督の四季シリー
ズ完結編。フレッシュな新人
俳優の初々しい演技は見も
の。

117  パンチ 2003 SBS  全16話
 シン・ミナ、チュ・ジンモ、
ソン・シギョン、ソ・イヒョ
ン、ヘリョン

 監督・演出： イ・ヒョ
ンジク、脚本： イ・
ユンジョン

 リングの上で亡くなった兄の遺志
を継いで、女子プロボクサーを目
指す少女の成長と恋を描いたドラ
マ。

「魔王」のシン・ミナが愛らしく
て強い女性ボクサーのユビン
を演じる。
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118  ピアノ 2001 SBS  全16話
 チョ・ジェヒョン、キム・ハ
ヌル、チョ・インソン、コ・
ス、チョ・ミンス

 監督・演出： オ・
ジョンノク、脚本：
キム・ギュワン

 元ヤクザとピアノ教師といった対
照的な男女、そしてその子たちが
愛を紡ぐ、美しくも悲しい名作。

実力は俳優が揃った涙腺決
壊覚悟の名作。最高視聴率
29％をマーク。

119
 H.I.T.－女性特
別捜査官－

2007 MBC  全20話

 コ・ヒョンジョン(チャ・ス
ギョン)、ハ・ジョンウ(キ
ム・ジェユン)、キム・ジョ
ンミン(キム・ヨンドゥ)、ユ
ン・ジミン(チョン・イニ)

 監督・演出： ユ・
チョルヨン、脚本：
キム・ヨンヒョン

 個性派揃いの特別捜査班
「H.I.T.」を束ねるのは、女性刑
事。新米検事とともに難事件に挑
み、チームの絆がしだいに固く
なっていく、韓国初の本格派クラ
イム・アクションドラマ。

政府やソウル市警の全面協
力で実現した、空前のスケー
ルのカーチェイスやアクション
は見ごたえたっぷり。

120
HERO－ヒー
ロー－

2009 MBC 全16話

イ・ジュンギ（チン・ドヒョ
ク）、ユン・ソイ（チュ・ジェ
イン）、オム・ギジュン（カ
ン・へソン）、ペク・ユンシ
ク（チョ・ヨンドク）

演出：キム・ギョン
ヒ、イ・ドンユン、脚
本・パク・ジスク

富や名声はなくても正義感で団
結した若者たちが、不条理な権
力層と真っ向から対立して繰り広
げられるストーリーを、愉快な笑
いで描く青春群像。

韓国では同時間帯に、IRISや
イケメンですねがあったため
視聴率は伸び悩んだが、イ・
ジュンギは角コメディ作品で
注目。

121 火の鳥 2004 MBC 全26話

イ・ウンジュ（イ・ジウン）、
イ・ソジン（チャン・セフ
ン）、エリック（ソ・ジョンミ
ン）、チョン・へヨン（ユ
ン・ミラン）

監督・演出：オ・ギョ
ンフン、脚本：イ・ユ
ジン

育った環境や価値観の食い違い
から離婚してしまった二人が10年
後に再会し、逆転してしまったお
互いの立場に、戸惑い、すれ違
いながらもとめられない愛を描い
たロマンス。

2005年逝去したイ・ウンジュの
ドラマとしての遺作。

122 ★
ファンタスティッ
ク・カップル

2006 MBC 全16話
ハン・イェスル、オ・ジホ、
キム・ソンミン、パク・ハン
ビョル

監督・演出：キム・
サンホ、脚本：ホ
ン・ジョンウン、ホ
ン・ミラン

超セレブでわがままなヒロインの
チョ・アンナと、小さな建設会社の
社長チョルスとの痛快ラブコメ
ディー。

米映画「潮風のいたずら」のリ
メイク。「優秀女優、ベストカッ
プル、今年のドラマ、人気」の
4部門で賞を受賞賞した韓国
ラブコメの決定版。

123 不良カップル 2007 SBS 全16話
シン・ウンギョン、リュ・ス
ヨン、チェ・ジョンユン、
ビョン・ジョンス

演出：イ・ミョンウ、
脚本：チェ・スンシ
ク

独身主義者のキャリアウーマン
が、シングルマザーになるべく、
最高の遺伝子獲得のために一人
の男に狙いを定める過激＆セク
シーでリアルなラブコメ。

30代女性から絶大な支持で
大きな話題になった。ファッ
ション雑誌の編集長が主人公
というだけあって、ファッション
が見もの。

124  ファッション70's 2005 SBS  全28話

イ・ヨウォン( ハン・ドミ)、
キム・ミンジョン(コ・ジュ
ニ)、チュ・ジンモ(キム・ド
ンヨン)、チョン・ジョンミョ
ン(チャン・ビン)

監督・演出： イ・
ジェギュ、脚本：

 チョン・ソンヒ

 激動の60-70年代を舞台に、当
時の政治・外交、ファッション、社
会風潮、愛をリアルに描いた物
語。

豪華キャストの共演で、男女・
世代を問わず幅広いファンか
らの高い支持を獲得。

125  復活 2005 KBS  全24話
 オム・テウン、ハン・ジミ
ン、コ・ジュウォ、ソ・イヒョ
ン

 監督・演出： パク・
チョンホン、チョン・
チャングン、脚本：
キム・ジウ

事故で家族を失った少年ハウン
は、亡き父と同じく理想に燃える
刑事となった。しかし、彼はある
事件の捜査中に、自分の家族の
真相を知り…。

斬新な映像＆予測不可能な
ストーリー展開、キャストの優
れた演技力などの高い評価
で、韓国で放映時に「復活パ
ニック」という社会現象も起き
た。

126
ぶどう畑のあの
男

2006 KBS 全16話
ユン・ウネ、オ・マンソク、
キム・ジソク、チョン・ソヨ
ン

監督・演出：パク・
マニョン、脚本：
チョ・ミョンジュ

都会っ娘と、農業をこよなく愛す
るたくましい自然児との、農村ロ
マンティック・バラエティー・コメ
ディー。

ユニークな農村の人たちによ
るお笑いショーや、ユン・ウネ
のファッション、オ・マンソクの
方言が評判になった。

127 ★ 冬鳥 2003 MBC 全43話
パク・ソニョン、イ・テゴ
ン、ユン・サンヒョン、パ
ク・ウォンスク

監督・演出： チョ
ン・セホ /脚本：
イ・グムジュ

自分の絶望と戦いながら心の傷
を治癒していく一人の女性を通し
て、人間の運命に対する深い疑
問にスポットライトを当てる21世紀
版ノラの物語。

第1話から怒涛の不幸が押し
寄せる昼メロの王道。

128 ★  冬のソナタ 2002 KBS  全20話

 ペ・ヨンジュン(イ・ミンヒョ
ン/カン・チュンサン)、
チェ・ジウ(チョウ・ユジ
ン)、パク・ソルミ(オ・チェ
リン)、パク・ヨンハ(キム・
サンヒョク)

監督・演出： ユン・
ソクホ、脚本： キ
ム・ウニ、ユン・ウン

 ギョン

女子高生のユジンが、学生時代
に交通事故で死んだ恋人とそっ
くりなミニョンに出会い、彼と婚約
者の間で心を揺り動かす、「初恋
の美しさ」をテーマにしたラブス
トーリー。

四季シリーズ第2弾！日本で
社会現象を引き起こし、現在
の韓流ブームの基礎を作っ
た韓国ドラマの代名詞。

129  プラハの恋人 2005 SBS  全18話

 チョン・ドヨン（ユン・ジェ
ヒ)、キム・ジェヒョク(チェ・
サンヒョン)、キム・ミンジュ
ン（チ・ヨンウ)、ユン・セア
(カン・ヘジュ)

 監督・演出： シン・
ウチョル、脚本： キ
ム・ウンスク

 お金もなければ学歴もない。ある
のは熱い心だけ…そんな末端刑
事サンヒョンが、大統領の娘ジェヒ
に恋をする、韓国版「ローマの休
日」。

恋人3部作の第2弾。「パリの
恋人」のスタッフの作品。プラ
ハの古城のようにロマンティッ
クな気分になれる。

130
 不汗党－プラン
ダン－

2008 SBS  全16話

 チャン・ヒョク(クォン・オ
ジュン) 、イ・ダヘ( チン・
ダルレ)、キム・ジョンテ
(キム・ジング)、キム・ヘス
ク(イ・スンソム)

 監督・演出： ユ・イ
ンシク、脚本： イ・
ジェドン

プレイボーイの憎めない詐欺師
と、純な未亡人との切なくも温か
い、無償の愛を描いたラブストー
リー。

「マイガール」で女詐欺師を
演じたイ・ダヘが、今度は詐
欺師に狙われるシングルマ
ザーに。



11

随時更新

 navicon(2011/3/9) 

タイトル　　 放送年 放送局 全話数 主なキャスト スタッフ あらすじ 見どころ

ナビコン特集:韓ドラここが知りたい!
★ 韓ドラ特集に、特集記事など有 韓ドラ早見表（現代ドラマ編）

http://navicon.jp/feature/f0001.html

131  不良主夫 2005 SBS  全18話

 ソン・チャンミン(ク・スハ
ン)、シン・エラ(チェ・ミ
ナ)、チョ・ヨヌ(チ・ソヌ)、
ユミン／笛木優子(パク・
ユジン)

 監督・演出： ユ・イ
ンシク、チャン・テ
ユ、脚本： カン・ウ
ンジョン、ソル・ジュ
ンソク

 会社をクビになった夫と、夫に内
緒で就職活動をはじめ、夫が勤
めていた会社に受かった妻。立
場が逆転した夫婦を通じて、忘れ
がちな家族への思いやりを教え
てくれるホームドラマ。

韓国の人気コミック「不良主
夫日記」をドラマ化。“韓国の
ジャッキー・チェン”ことソン・
チャンミンが家事に育児に大
奮闘！

132  フルハウス 2004 KBS  全16話

 ソン・ヘギョ(ハン・ジウ
ン)、チョン・ジフン/ピ
（イ・ヨンジェ)、キム・ソン
ス(ユ・ミンヒョク)、ハン・ウ
ンジョン(カン・へウォン)

 監督・演出： ピョ・ミ
ンス、脚本： ミン・
ヒョジョン

 ひねくれ者の人気俳優と、気の
強い売れない小説家が、ひょん
なことからひとつ屋根の下で同居
することから始まるハートフルラブ
コメ。

今も観光客の訪問が後を絶
たないくらい素敵な家（ハウ
ス）には、思わずウットリ～。

133 プロポーズ 1997 ＫＢＳ 全14話
ウォンビン, リュ・シウォ
ン, キム・ヒソン, チョ・ウン
スク

監督:ユン・ソクホ
映画監督を目指す青年と幼なじ
みの女性を軸に、若者の等身大
の恋模様を描いた青春ドラマ。

“四季シリーズ”のユン・ソクホ
監督と元祖韓流スター、ウォ
ンビンが、「秋の童話」の前に
タッグを組んだ作品。

134 ★
 ベートーベン・
ウィルス

2008 MBC  全18話

 キム・ミョンミン、イ・ジア、
チャン・グンソク、キム・ヨ
ンミン、イ・スンジェ、ソ
ン・オクスク、パク・チョル
ミン

 監督・演出：イ・
ジェギュ・脚本：ホ
ン・ジナ、ホン・ジャ
ラム

 音楽家への夢を抱きながらも挫
折した人々と、ストイックさゆえに
音楽界を追われた名指揮者が困
難を乗り越えながら、立派なオー
ケストラへと成長していくサクセ
ス・ストーリー。

カン・マエに扮したキム・ミョン
ミンのカリスマ演技がファンの
高い支持を集め、韓国では
“カン・マエ・シンドローム”が
起きた。

135 ★
僕の妻はスー
パーウーマン

2009 MBC 全20話

オ・ジホ、キム・ナム
ジュ、ヘヨン、チェ・チェ
ロ、ソン・ウソン、ユン・サ
ンヒョン、　ナ・ヨンヒ、キ
ム・チャンワン

演出・脚本 コ・ドン
ソン、キム・ミンシ
ク、パク・チウン

ダメ亭主をエリート・ビジネスマン
にしようと決心して、妻が奮闘が
ホームラコメ。

視聴率30％、2009年韓国で
“僕妻”の愛称で大ヒットしたド
ラマ。

136  星を射る 2002 SBS  全16話

 チョン・ドヨン、チョ・イン
ソン、パク・サンミョン、
イ・ソジン、ビョン・ジョン
ス 、ホン・ウンヒ

 監督・演出： イ・
ジャンス、脚本： ユ
ン・ソンヒ

 ぐうたらな三十路オンナと、難読
症を持ちながらも俳優を夢見る青
年との甘いラブシーンもあるコミカ
ルなラブストーリー。

チョ・インソンが心優しき難読
症のスターを熱演。イ・ソジン
の悪役もなかなか見もの。

137 ホテリアー 2001 MBC 全20話
ソン・ユナ、ぺ・ヨンジュ
ン、ソン・ヘギョ、キム・ス
ンウ

演出：チャン・ヨン
ウ、脚本：カン・ウン
ギョン

ソウルの一流ホテルを舞台に繰り
広げられる買収劇と、ホテルマン
たちの人間模様・愛を描いた名
作ドラマ。

「冬のソナタ』とはまた違っ
た、ペ・ヨンジュンの魅力が
たっぷり！エレベーターのラ
ブシーンは圧巻。

138  マイガール 2005 SBS  全16話

 イ・ダヘ(チュ・ユリン)、
イ・ドンウク(ソル・ゴン
チャン)、イ・ジュンギ (ソ・
ジョンウ)、パク・シヨン(キ
ム・セヒョン)

 演出: チョン・ギサ
ン、脚本: ホン・ジョ
ンウン、ホン・ミラン

 嬢さまを演じることになった女詐
欺師ユリンのウソで固めた人生
が、いつしか本気モードになる、
ラブコメ。

元ミスコリア出身のパク・シヨ
ンも登場し、おしゃれなファッ
ションが話題になった。

139
 マイ・スウィート・
ソウル

2008 SBS  全16話

 チェ・ガンヒ、イ・ソンギュ
ン、チ・ヒョヌ、キム・ヨン
ジェ、ムン・ジョンヒ、イ・
ジョンギル、キム・ヘオ
ク、イ・ホジェ、イ・ハン
ウィ

 監督・演出： パク・
フンシク、脚本： ソ
ン・ヘジン

適齢期を過ぎたウンスの前に現
れた3人の男たち相手に、プライ
ドとホンネの間で揺れる30代女性
の甘くて、少しビターなラブストー
リー。

韓国の新聞、朝鮮日報で若
手女性作家連載の、新時代
の韓国文学。ヒロインのファッ
ションや生き方が多くの女性
から支持された。

140 魔王 2007 KBS 全20話
オム・テウン、チュ・ジフ
ン、シン・ミナ、チョン・ド
ンファン

監督・演出： パク・
チャンホン、脚本：
キム・ジウ

連続殺人事件と差出人不明のタ
ロットカードが引き寄せた戦慄の
サイコミステリー。

「復活」のキャスト＆スタッフが
放つ復讐第2弾。日本でもリメ
イクされた。

141  マジック 2004 SBS  全16話
 カン・ドンウォン、キム・
ヒョジン、ヤン・ジヌ、オ
ム・ジウォン

 監督・演出： ホン・
チャンウク、脚本：
ユン・ソンヒ、コ・
ギョンヒ

 自らの境遇に不満を抱いていた
二人の青年が、ある事件を機に
家族と離れ、新しい自分として暮
らし始める。そんな彼らの苦悩と
恋を描いた物語。

なんといってもカン・ドンウォ
ンの愛に飢えた目の演技が
魅力。豪華若手共演陣も注
目。

142  魔女ユヒ 2007 SBS  全16話

 ハン・ガイン（マ・ユヒ)、
ジョンフン(ユ・ジュナ)、
ジェヒ(チェ・ムリョン)、デ
ニス・オ(ジョニー・クルー
ガー)

 監督・演出：チョン・
ギサン、脚本：キ
ム・ウォンジン

容姿端麗で仕事の才能もあるの
に、なぜか男性からモテないユヒ
が、イケメン男の手ほどきでイケテ
ル女性に変身していくラブコメ
ディ。

ユヒの変身振りがあまりにもか
わいく、リカちゃん人形ならぬ
「ユヒ人形」までできるほどの
人気になった。

143  ミスターQ 1998 SBS  全18話
 キム・ミンジョン、キム・ヒ
ソン、ソン・ユナ

 監督・演出： チャ
ン・ギホン 、脚本：
イ・ヒミョ

 大手下着メーカーに就職したヤ
ル気マンマンの新入社員の配属
先は、なんとリストラ間近の問題
社員が集まる社の掃き溜め。
数々の無理難題を押し付けられ
る彼らの運命は…!?

韓国の同名人気マンガを完
全ドラマ化。放送当時、最高
視聴率なんと45.3％。
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144 ★

味噌君と納豆
ちゃんの結婚戦
争

2010 MBC 全2話
イム・ジュファン、秋葉理
恵

監督・演出：チュ・
ソンウ/脚本：キム・
ギュンテ

ソウル文化大学の研究員の韓国
人男性と日本人女性との結婚を
描いたドラマ。

ドラマの中で、主演の二人が
韓服と和服の両方の婚礼衣
装を着るのは見どころだ

145  明朗少女成功記 2002 SBS  全16話

 チャン・ナラ、チャン・ヒョ
ク、ハン・ウンジョン、
チュ・ヒョンギ、リュ・スヨ
ン、ユン・テヨン、イ・ヘス
ク、クォン・ヘヒョ

 監督・演出： チャ
ン・ギボン 、脚本：
イ・ヒミョン

詐欺師の両親のために苦労が絶
えないヤンスンは、スノイ化粧品
創始者の息子ギテのお手伝いと
なる。そんな二人がいつしか惹か
れあう痛快ラブストーリー。

アイドル歌手のチャン・ナラが
ドラマ界に進出し、大成功を
遂げた作品。「明朗少女」とい
う言葉も流行語にもなった。

146

もう一度逢いた
い/ずっと会いた
い

1998 MBC 273話
パク・ヨンハ、キム・ジス、
ユン・ヘヨン、チョン・ボソ
ク、ホ・ジュノ

監督・演出： チャ
ン・ドゥイク

母の過保護の元育った姉と、母
の愛を受けずに育った妹の対照
的な姉妹と、身分違いの恋に悩
む弟の恋と青春を描いたヒューマ
ンストーリー。

韓国で最高視聴率57.3％を
記録した伝説的な名作ホー
ムドラマ。日本版では27話に
再編集。

147
屋根裏部屋のネ
コ

2003 MBC 16話
キム・レウォン、チョン・ダ
ビン、チェ・ジョンユン、
イ・ヒョヌ、ポン・テギュ

脚本：ミ・ヒョンジュ
ン、ク・ソンギョン、
演出：キム・サヒョン

ふとしたきっかけで同居すること
になった、友達以上、恋人未満
の若い二人のラブコメ。

韓国内でヒットした、同名のイ
ンターネット小説が原作。
2007年、26歳でこの世を去っ
た女優チョン・ダビンをブレイ
クさせた作品。

148  雪の女王 2006 KBS  全16話

ヒョンビン（ハン・テウン/
ハン・ドック）、ソン・ユリ
(キム・ボラ)、イム・ジュ
ファン(ソ・ゴヌ)、ユ・イ
ニョン(イ・スンリ)

監督・演出： イ・ヒョ
ンミン、脚本： キ
ム・ウニ、ユン・ウン
ギョン

 数学の天才と言われた高校生
と、アンデルセン童話を探してい
た少女が8年後に再会。二人は
互いの氷のように凍てついた心を
溶かし始めるが、少女は難病を
抱えていた…。

脚本は「冬のソナタ」のキム・
ウニとユン・ウンギョン。「私の
名前はキム・サムスン」でトッ
プスターに躍り出たヒョンビン
の輝かしい主演作。

149  ライバル 2002 SBS  全20話

キム・ジェウォン、ソ・ユジ
ン、キム・ジュヒョク、キ
ム・ミンジョン、パク・キョ
ンリム

 監督・演出： イ・
チャンハン、脚本：
ジン・スワン

 病床の母や兄を助けるため、ゴ
ルフの世界に飛び込んだダイン
の恋と、プロゴルファーとして、一
人の女性としての成長記。

キム･ジェウォンの銀髪姿は
一見の価値あり！韓国初の
ゴルフを題材としたドラマ。

150
 ラストダンスは私
と一緒に

2004 SBS  全20話

 チソン、ユジン、リュ・スヨ
ン、イ・ボヨン、イ・へヨ
ン、キム・ムセン、キム・ヨ
ンラン、パク・インファン
カン・ジファン

 監督・演出： イ・ス
ンリョル、脚本： マ・
ジノン

 事故で記憶喪失になり、小さなペ
ンションで生活する大企業グルー
プの御曹司と、ペンションの孫娘
とのラブストーリー。

交通事故、記憶喪失、失踪、
四角関係、身分差、家族愛、
御曹司、政略結婚…韓ドラ黄
金則てんこもり。チソンの日本
語も必見！

151 ★
ラスト・スキャンダ
ル

2008 MBC 全16話

チェ・ジンシル、チョン・
ジュノ、チョン・ウンイン、
ビョン・ジョンス、キム・
ビョンセ、キム・チョン、ハ
ン・ボベ、イ・インソン

監督・演出： イ・テ
ゴン、脚本： ムン・
ヒジョン

、家族の面倒と生活に追われるう
ちに、女の盛りを過ぎてしまった
平凡なアラフォー主婦と、今をと
きめくトップスターとの最高に笑っ
て、ちょっぴりしんみりする、大人
の童話のようなラブコメ。

故チェ・ジンシルの遺作と
なったラブコメ。「IRIS」ではシ
リアス路線だが、ラブコメキン
グといわれるチョン・ジュノらし
い作品。

152
 ラブストーリー・イ
ン・ハーバード

2004 SBS  全18話

 キム・レウォン、キム・テ
ヒ、イ・ジョンジン、キム・ミ
ン、カン・ナムギル、チョ
ン・ソルヒ

 監督・演出： イ・
ジャンス、脚本：
チェ・ワンギュ、ソ
ン・ウンヘ

名門ハーバード大学のロース
クールに留学することになったキ
ム・ヒョヌは、モーテルで出会った
女性を娼婦と思い込むものの、次
第に気になり始め…。

「美しき日々」「天国の階段」
など韓ドラのヒットメーカー、
イ・ジャンス監督の作品。本
格的な法医学や裁判シーン
も登場。

153  ランラン18歳 2004 KBS  全16話

 ハン・ジヘ（ユン・ジョンス
ク)、イ・ドンゴン(クォン・
ヒョクチュン)、ユ・へジョ
ン(クォン・ソンア)、イ・ス
ンジェ(クォン・ジンサ)

 演出：キム・ミョンウ
ク、キム・ジョン
ギュ、　　　　　　脚
本：キム・ウニ、ユ
ン・ウンギョン

18歳の今ドキの女子高生と、良
家の跡取でまじめな28歳のエリー
ト検事が、10歳の年の差を越えて
出会い、理解しあい、やがて愛し
合う姿を明るくユーモラスに描い
た痛快ラブストーリー。

韓国の家族制度が良く分か
る。このドラマで二人はプライ
ベートでもカップルに。（その
後別離）

154  ルル姫 2005 SBS  全20話

 キム・ジョンウン（コ・ヒ
ス)、チョン・ジュノ(カン・
ウジン)、キム・フンス(キ
ム・チャノ)、イ・スンウ(コ・
ソン)

監督：ソン・ジョン
ヒョン、 ソン・ジョン
ヒョン、パク・ヒョン
ギ、脚本：クォン・ソ
ヨン、イ・ヘソン

 世間知らずの財閥令嬢が、稀代
のプレイボーイに恋をして、大人
の女性へと成長していくラブロマ
ンス。

「パリの恋人」のソン・ジョンヒョ
ン監督と、キム・ジョンウンが
タッグを組んだ、大人のため
のためのロマンチック・ラブス
トーリー。

155  恋愛時代 2006 SBS  全16話

 ソン・イェジン(ユ・ウノ)、
カム・ウソン(イ・ドンジ
ン)、キム・ガプス(ユ・ギヨ
ン)、イ・ジヌク/ジンウク(ミ
ン・ヒョンジュン）

 原作：野沢尚

 理由があって別れた“元夫婦”
が、それぞれに新しい恋人や
パートナーができると、どこか心
騒いでしまう。そんな2人の関係を
描いた物語。

日本でもドラマ化された野沢
尚の同名小説が原作。SBS視
聴者委員会の2006年上半期
「優れた番組」に。

156 ★

恋愛マニュアル
～まだ結婚した
い女

2010 MBC 全16話

キム･ボム、パク・ジニ、
チェ・チョルホ、ワン・ビン
ナ、オム・ジウォン、イ・ピ
ルモ

脚本：キム・イニョン
/演出：キム・ミンシ
ク、イ・サンヨプ

プロポーズされたその日に浮気さ
れたTVレポーターと、生意気だ
けど憎めない年下男性とのラブロ
マンス。

2004年大ヒットした韓国版
「SEX AND CITY」といわれた
「結婚したい女」の続編。
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157  ローズマリー 2003 KBS  全18話
 キム・スンウ、ユ・ホジョ
ン、ヨン・ジョンフン、ペ・
ドゥナ

 監督・演出：イ・ゴ
ンジュン・脚本：ソ
ン・ジナ

ある日突然、死の宣告を受けた
平凡な主婦ジョンヨンが、残され
た夫と子供たちのために、ある決
断をする。家族愛を描いた感動
作。

脚本は「砂時計」のソン・ジ
ナ、「ホテリアー」のキム・スン
ウ、「威風堂々な彼女」のペ・
ドゥナ出演の心に残る感動
作。

158  ロビイスト 2007 SBS  全24話

 ソン・イルグク、チャン・ジ
ニョン、ハン・ジェソク、
ホ・ジュノ、キム・ミスク、
イ・ジェヨン、ユソン、キ
ム・ソンギョム、チェ・ジャ
ヘ、キム・ダヒョン

 監督・演出：イ・ヒョ
ンジク、ブ・ソンチョ
ル・脚本：チェ・ワン
ギュ、チュ・チャノク

企業や団体の利益のために政治
家や官僚、マスメディアなどに働
きかける交渉人（ ロビイスト）たち
の、華麗なる活躍と恋を描いた作
品。

「朱蒙」のソン・イルグク主演、
チェ・ワンギュ脚本、製作費
15億円で、ロビイストという目
新しい素材にスポットを当て
た大作ドラマ。

159 ろくでなしの愛 2006 KBS 全15話

Rainピ（カン･ボック）、シ
ン･ミナ（チャ・ウンソク）、
イ・ギウ（キム・ジュンソ
ン）、キム・サラン（ハン・
ダジョン）

監督･演出：キム・
ギュテ、脚本：イ・
ギョンヒ、音楽：
チェ・ソングォン

兄を裏切った女優に復讐するた
め、ボディーガードになって近づ
くが、いつしか彼女を愛してしま
う、切ないラブストーリー。

歌手Rain（ピ）のドラマ3作品
目。ピの愛に苦しむ男の熱演
と、「美しき日々」「魔王」のシ
ン・ミナの魅力がたっぷり堪能
できる。

160
 私の心を奪って
みて

1998 SBS  全16話
 パク・シニャン、チョン・ジ
ヒョン、キム・ナムジュ、ハ
ン・ジェソク、ホ・ヨンラン

 監督・演出： オ・
ジョンノク 、脚本：
ペ・ユミ

 本当に愛しているのは？兄妹とし
て育った彼との禁断の恋と、影の
ある美青年との危険な恋を描い
たドラマ。

「パリの恋人」のパク・シニャン
と「太陽の女」のハン・ジェソク
が、ヒロインをめぐって熾烈な
バトルを展開する姿は女性の
憧れ？

161 ★
 私の名前はキ
ム・サムスン

2005 MBC  全16話

 キム・ソナ(キム・サムス
ン)、ヒョンビン(ヒョン・ジン
ホン)、チョン・リョウォン
(ユ・ヒジン)、ダニエル・
ヘニー(ヘンリー・キム)

監督・演出： キム・
サヒョン、キム・ユン
チョル、脚本： キ

 ム・ドウ

30歳で恋も仕事も絶不調の女性
パティシエと、レストランの御曹司
との偽装恋人の契約から始まる、
最高にハッピーになれるラブコ
メ。

 韓国で社会現象を巻き起こ
した超話題作。歴代ラブコメ
の視聴率№１！


