ジェームズ・ホン
James Hong

生年月日 1929/02/22
出身地

アメリカ／ミネソタ州ミネアポリス

【フィルモグラフィ】
カンフーパンダ ～運命の拳～ (2018～)

声の出演 :ピンさん

名探偵シャーロック・ノームズ (2018)

声の出演

HAWAII FIVE-0

ゲスト出演

（シーズン８） (2017～2018)

ブラックリスト

（シーズン４） (2016～2017)

ゲスト出演

ラッシュアワー (2016)

ゲスト出演 :ドラゴン

カンフー・パンダ３ (2016)

声の出演 :ピンさん

チャイニーズ・ニューイヤーの惨劇 (2016)

出演

エージェント・オブ・シールド３ (2015～2016)

ゲスト出演

エレメンタリー４

ゲスト出演

ホームズ＆ワトソン in NY (2015～2016)

ゴースト・エージェント／R.I.P.D. (2013)

出演 :ニックのアバター

レジェンド・オブ・メダリオン

出演

ＮＹボンビー・ガール

－時空を越えた秘密の島－ (2013)

（シーズン２） (2012～2013)

ゲスト出演

ＳＡＦＥ／セイフ (2012)

出演 :ハン・ジャオ

カンフー・パンダ２ (2011)

声の出演 :ピンさん

ＢＥＡＳＴ (2009)

ゲスト出演

地球が静止する日 (2008)

出演

ＣＨＵＣＫ／チャック

（シーズン１） (2007～2008)

ゲスト出演

ビッグバン★セオリー
(2007～2008)

ギークなボクらの恋愛法則

（シーズン１）

ゲスト出演

カンフー・パンダ (2007)

声の出演 :ピンさん

燃えよ！ピンポン (2007)

出演 :ワン師匠

ソード・レジェンド

出演

失われたドラゴンの剣 (2007)

ＢＯＮＥＳ （シーズン２） (2006～2007)

ゲスト出演

ラスベガス （シーズン４） (2006～2007)

ゲスト出演

ドラゴン・ダイナスティ (2006)

出演

LAW & ORDER： 性犯罪特捜班 （シーズン６） (2004～2005)

ゲスト出演

レッド・ブレイド (2004)

出演

アイドル

出演

欲望の餐宴（バンケット） (2002)

ザ・ホワイトハウス３ (2001～2002)

ゲスト出演

チャームド～魔女３姉妹 （シーズン４） (2001～2002)

ゲスト出演

オデッセイ２００１ (2001)

出演

アート オブ ウォー (2000)

出演

ザ・ホワイトハウス (1999～2000)

ゲスト出演

ザ・スキャンダル

監督,製作,脚本

淫罪 (1999)

L.A.救命士 (1998)
ザ・プラクティス／ボストン弁護士ファイル
北京のふたり (1997)

出演
（シーズン２） (1997～1998) ゲスト出演

出演
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モータル・コンクエスト (1997)

出演

フレンズ (3rd Season) (1996～1997)

ゲスト出演

Ｘ－ファイル

出演

（3rd ｓeason） (1995～1996)

パシフィカ (1995)

出演

ブラッド・スポーツ２ (1995)

出演

ブラッド・スポーツ３ (1995)

出演

アルティメット・ファイター (1994)

出演

ゴールデン・フェニックス／黄金の不死鳥作戦 (1994)

出演

バッド・カンパニー／欲望の危険な罠 (1994)

出演

交錯の罠 (1994)

出演

ブリスコ・カウンティＪｒ.／秘球の伝説 (1993)

出演

ペンドラゴン／伝説の魔剣 (1993)

出演

ディレクターズカット／ブレードランナー

出演 :ハンニバル・チュウ（眼球製
作者）

最終版 (1992)

ビリー・ブランクス in ヴィクトリィィーッ！ キング・オブ・ドラゴン
(1992)

出演

パーフェクト・ウェポン (1991)

出演

となりのサインフェルド

ゲスト出演

（シーズン２） (1990～1991)

黄昏のチャイナタウン (1990)

出演

クライムロード (1990)

出演

仕組まれた男 (1990)

出演

ドラゴン・ファイト (1990)

出演

デッドフォール (1989)

出演 :クアン

シャドー・ゾーン (1989)

出演

ジッターズ／マンハッタン妖獣戦 (1988)

出演

デッドロック (1988)

出演

バイス・バーサ／ボクとパパの大逆転 (1988)

出演

マルサアカデミー／美人秘書にご用心！ (1987)

出演

ゴールデン・チャイルド (1986)

出演 :ドクター

ゴースト・ハンターズ (1986)
超音速攻撃ヘリ・エアーウルフ

出演 :デヴィッド・ロー・パン
（シーズン３） (1985～1986)

ゲスト出演

ブレード・イン・香港 (1985)

出演

ニンジャ (1984)

出演

地獄のヒーロー (1984)

出演 :トラウ将軍

チャイナ・ローズ (1983)

出演

フロム・ザ・ダークサイド② (1983)

出演

セント・エルスウェア （シーズン１） (1982～1983)

ゲスト出演

ブレードランナー ファイナル・カット (1982、2007)

出演 :ハンニバル・チュウ（眼球製
作者）

ブレードランナー (1982)

出演 :ハンニバル・チュウ（眼球製
作者）

手紙 (1982)

出演

プリティーギャルズ／ハプニング・イン・サマー (1979)

監督

チャーリーズ・エンジェル・ニュー・スペシャル／エンジェル・イン・ベガス
出演
(1978)
チャイナタウン (1974)

出演

殺しのカルテ (1972)

出演

燃えよカンフー (1972)

出演

呪いの深海獣 (1966)

出演

かわいい魔女ジニー

（シーズン１） (1965～1966)

ゲスト出演
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