
世界のどこにもいない「優しい男」弘前ロケ地マップ

DVD情報
10／2wed ON SALE
BOX1 DVD・Blu-ray

10／16wed ON SALE
BOX2 DVD・Blu-ray

10／2wed DVD RENTAL START
VOL.1～10

◎発売元・販売元：ポニーキャニオン◎価格：各19,950円(税込)◎Licensed by KBS Media Ltd.(C)2012 KBS. All Rights Reserved

貧しくも優秀な医大生のカン・マルは、似た境遇で育った記者
見習いの恋人ジェヒを愛し、支え続けている。だが、ある日ジェ
ヒが誤って人を殺してしまい、マルは夢を諦めきれない彼女に
代わり、刑を受けることに。6年後、出所したマルは妹の治療費
を稼ぐため、女を騙して金をまくしあげるツバメとして暮らしてい
た。そんな中、マルは機内で倒れたテサングループ会長の娘ソ
ン・ウンギを助け、会長の愛人となっていたジェヒと再会する。
自分の身を守るため酷い仕打ちをするジェヒに衝撃を受けた
マルは、復讐を決意。ウンギを利用しようと近づく。そうとは知

らずウンギはマルを愛するようになり、ウンギとジェヒ、マルの
3人は複雑な緊張関係に発展していく。さらに、マルとジェヒの
関係と、自分がマルに騙されていたことを知ったウンギは、衝
撃のなか、事故を引き起こし…

●出演：ソン・ジュンギ、ムン・チェウォン、パク・シヨン、イ・グァンス他

●監督：キム・ジンウォン  ●脚本：イ・キョンヒ　

●2012年9月～放送（韓国KBS2）  

●2013年1月～放送（Mnet）

STORY＜全20話＞
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●お問い合わせ  弘前フィルムコミッション実行委員会
　　　　　　　　（公益社団法人 弘前観光コンベンション協会内）
青森県弘前市大字下白銀町2-1 TEL.0172-35-3131 http://www.hirosaki.co.jp/

ここに来れば一年中ねぷたが見れます。
여기에 오시면 일년 내내 네푸타를 보실 수 있습니다.

津軽藩ねぷた村
【営業期間】 有料
●開館／4月～11月 9:00～17:00
●開館／12月～3月 9:00～16:00
●休館／12月31日
●住所／弘前市亀甲町61 
　☎0172-39-1511

デートの待ち合わせ場所（下乗橋）に向
かうソ・ウンギ。きれいな蓮が咲く、はす池
や石畳の階段を歩く。そしてドラマ前半の
クライマックスとなる、カン・マルとソ・ウン
ギの下乗橋での天守をバックにしたラブ
シーンは、必見！（第5話、第6話で放送）。

데이트 약속 장소（게조바시）로 향하

는 서 은기. 아름다운 연꽃이 핀 연못과

돌담계단을 걷는다. 또한, 드라마 전반

부 클라이막스인, 강 마루와 서 은기의 

천수를 배경으로 한 게조바시에서의 러 

브신은 필독!（제 5 화, 제 6 화 방송）

★住所／弘前市大字下白銀町1-1
　☎0172-33-8733
★주소／ 히로사키시 시모시로가네초
　　　　 1-1

0 1
弘前公園
히로사키 성

0 2
藤田記念庭園
후지타 기념 정원

ソ・ウンギの別荘地として想定。茶室の屋
外にブランコ、部屋には机や鏡台などの
装飾物が持ち込まれて撮影。カン・マルが、
疲れて眠ってしまったソ・ウンギを池に放り
投げるシーンを撮影。
（第4話、第5話で放送）。

서 은기의 별장으로 등장. 다도실 옥외

에는 그네를, 방 안에는 책상 및 화장

대 등 소품을 설치한 후 촬영. 강 마루

가 피곤해 잠들어버린 서 은기를 연못

에 내던지는 장면을 촬영. 

（제 4 화, 제 5 화 방송）

★住所／弘前市大字上白銀町8-1 
　☎0172-37-5525 
★見学時間／9時～17時  
　4月上旬～11月23日  無休

★주소／히로사키시 카미시로가네초 8-1
★견학 시간／9시∼17시 
　4월상순∼11월 23일 무휴

0 3
ねぷたまつり
네푸타 축제

カン・マルとソ・ウンギが“ねぷた”を観な
がらデートをするシーン。土手町通りを交
通封鎖し、ねぷた団体2チームと観客役エ
キストラ等、約1,000人が協力し、大規模
で迫力ある「ねぷたまつり」のシーンを再
現した。（第5話、第6話で放送）。

강 마루와 서 은기가 “네푸타”를 보며

데이트하는 장면. 도테마치 도로의 차량

을 전면 통제하고, 네푸타 단체 2 팀과

관객역할 엑스트라 등 약 1,000 여명의

사람들의 협력으로 대규모의 박력 있는

「네푸타 축제」 장면을 재현함.

（제 5 화, 제 6 화 방송）

★住所／弘前市大字土手町
★주소／히로사키시 도테마치

쓰가루한 네푸타 무라
【영업기간】 유료
●개관／4월∼11월 09:00∼17:00
●개관／12월∼3월 09:00∼16:00
●휴관／12월 31일 
●주소／히로사키시 카메노코마치61
　☎0172-39-1511

韓国語翻訳/弘前市国際交流員 崔永先
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