ボビー・カナヴェイル
Bobby Cannavale
ボビー・カナヴァル

生年月日 1970/05/03
出身地

アメリカ／ニュージャージー州

関連人物

ジェイク・カナヴェイル (息子)
ジェニー・ルメット (元妻)

【フィルモグラフィ】

SING／シング：ネクストステージ (2021)

声の出演

トムとジェリー (2021)

声の出演 :スパイク

サンダーフォース ～正義のスーパーヒロインズ～ (2021)

出演

“お金”をダイジェスト (2021)

ナレーター

ナイン・パーフェクト・ストレンジャー (2021)

出演

ホームカミング

ゲスト出演

（シーズン２） (2020)

スーパーインテリジェンス (2020)

出演 :ジョージ

アイリッシュマン (2019)

出演

MR. ROBOT／ミスター・ロボット

（シーズン４） (2019)

ゲスト出演 :アーヴィング

アントマン＆ワスプ (2018)

出演 :パクストン

ディア・グランパ

出演

ホームカミング
アイ,トーニャ

幸せを拾った日 (2018)
（シーズン１） (2018)

史上最大のスキャンダル (2017)

出演
出演 :マーティン・マドックス

ジュマンジ／ウェルカム・トゥ・ジャングル (2017)

出演 :ヴァン・ペルト

マスター・オブ・ゼロ

ゲスト出演

（シーズン２） (2017)

MR. ROBOT／ミスター・ロボット

（シーズン３） (2017)

フェルディナンド (2017)
ＶＩＮＹＬ‐ヴァイナル‐
(2016)

出演 :アーヴィング
声の出演 :ヴァリエンテ

Sex,Drugs,Rock'n'Roll&NY

出演 :リッチー・フィネストラ

思いやりのススメ (2016)

出演

アントマン (2015)

出演 :パクストン

Dearダニー

出演 :トム・ドネリー

君へのうた (2015)

パパVS新しいパパ (2015)

出演 :ドクター・フランシスコ

SPY/スパイ (2015)

出演 :セルジオ・デ・ルーカ

シェフ

出演 :トニー

三ツ星フードトラック始めました (2014)

ＡＮＮＩＥ／アニー (2014)

出演 :ガイ

ブルージャスミン (2013)

出演 :チリ

PARKER／パーカー (2013)

出演 :ジェイク

ナース・ジャッキー５ (2013)

ゲスト出演 :マイク・クルス

ラヴレース (2012)

出演 :ブッチ・ペライーノ

このデータベースのデータおよび解説文等の権利はすべて株式会社スティングレイが所有しています 。
データ及び解説文、画像等の無断転用を一切禁じます。

Copyright (C) 2019 Stingray. All Rights Reserved.

ナース・ジャッキー４ (2012)

ゲスト出演 :マイク・クルス

ボードウォーク・エンパイア３
モダン・ファミリー
WIN WIN

欲望の街 (2012)

（シーズン３） (2011～2012)

ダメ男とダメ少年の最高の日々 (2011)

ブルーブラッド
(2010～2011)

～ＮＹＰＤ家族の絆～

アザー・ガイズ

俺たち踊るハイパー刑事！ (2010)

Marry Me

（シーズン１）

～本命彼女はモテ期中！？～ (2010)

リ・スタート

明るいミライ (2010)

コールドケース７

出演 :ジップ・ロゼッティ
ゲスト出演
出演 :テリー
ゲスト出演 :チャールズ・ロッセリー
ニ
出演
出演 :アダム
出演

ザ・ファイナル (2009～2010)

ゲスト出演 :エディ・サッカルド

モール★コップ (2009)

出演

コールドケース６ (2008～2009)

ゲスト出演 :エディ・サッカルド

100FEET

出演

ワンハンドレッドフィート (2008)

リップスティック・ジャングル

（シーズン１） (2008)

ゲスト出演

コールドケース５ (2007～2008)

ゲスト出演 :エディ・サッカルド

ハード・クライム (2007)

出演 :ペレリ

LAW & ORDER ロー＆オーダー
(2006～2007)

（シーズン１７）

ゲスト出演

ファーストフード・ネイション (2006)

出演

スネーク・フライト (2006)

出演 :ハンク・ハリス

素敵な人生のはじめ方 (2006)

出演

ウィル＆グレイス

ゲスト出演

（シーズン８） (2005～2006)

ハッピー・エンディング (2005)

出演 :ハビエル

ウィル＆グレイス

ゲスト出演

ヘイヴン

（シーズン７） (2004～2005)

堕ちた楽園 (2004)

Shall we Dance?

出演

シャル・ウィ・ダンス？ (2004)

シックス・フィート・アンダー

（シーズン４） (2004)

LAW & ORDER クリミナル・インテント
(2003～2004)
ＯＺ／オズ

（シーズン３）

（シーズン６） (2003)

LAW & ORDER ロー＆オーダー
(2002～2003)

（シーズン１３）

出演 :チック
ゲスト出演
ゲスト出演
ゲスト出演
ゲスト出演

踊るマハラジャ★ＮＹへ行く (2002)

出演

アリー・ｍｙラブ (5th Season) (2001～2002)

ゲスト出演

LAW & ORDER： 性犯罪特捜班

（シーズン３） (2001～2002) ゲスト出演

サード・ウォッチ

（第２シリーズ） (2000～2001)

出演 :ボビー・カーフィー （ＮＹ市消
防庁第５５分署救急隊員）

SEX AND THE CITY

（Season 3） (2000)

ゲスト出演

サード・ウォッチ

（第１シリーズ） (1999～2000)

出演 :ボビー・カーフィー （ＮＹ市消
防庁第５５分署救急隊員）

ボーン・コレクター (1999)

出演

グロリア (1999)

出演

プライベート・ソルジャー (1998)

出演
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