クリス・ノース
Chris Noth
クリストファー・ノース

Christopher Noth

生年月日 1954/11/13
出身地

アメリカ／ウィスコンシン州マディソン

【フィルモグラフィ】

ＧＯＮＥ／ゴーン (2017～2018)

出演 :フランク・ノバク

マンハント (2017)

出演

ホワイト・ガール (2016)

出演

タイラント －独裁国家－
グッド・ワイフ

（シーズン３） (2016)

（シーズン６） (2014～2015)

出演
ゲスト出演 :ピーター・フロリッ
ク

トレヴィの泉で二度目の恋を (2014)

出演 :ジャック

グッド・ワイフ

（シーズン５） (2013～2014)

ゲスト出演 :ピーター・フロリッ
ク

グッド・ワイフ

（シーズン４） (2012～2013)

ゲスト出演 :ピーター・フロリッ
ク

ラヴレース (2012)

出演 :アンソニー・ロマーノ

グッド・ワイフ

（シーズン３） (2011～2012)

ゲスト出演 :ピーター・フロリッ
ク

グッド・ワイフ

（シーズン２） (2010～2011)

ゲスト出演 :ピーター・フロリッ
ク

セックス・アンド・ザ・シティ２ (2010)

出演 :ミスター・ビッグ

グッド・ワイフ

ゲスト出演 :ピーター・フロリッ
ク

（シーズン１） (2009～2010)

フレーム・オブ・マインド (2009)

出演

たった一人のあなたのために (2009)

出演

セックス・アンド・ザ・シティ (2008)

出演 :ミスター・ビッグ

LAW & ORDER クリミナル・インテント
(2007～2008)

（シーズン７）

LAW & ORDER クリミナル・インテント
(2006～2007)

（シーズン６）

LAW & ORDER クリミナル・インテント
(2005～2006)

（シーズン５）

パーフェクト・マン

ウソからはじまる運命の恋 (2005)

LAW & ORDER クリミナル・インテント
(2004～2005)

（シーズン４）

出演 :マイク・ローガン
出演 :マイク・ローガン
出演 :マイク・ローガン
出演
ゲスト出演 :マイク・ローガン

Mr.3000 (2004)

出演

バッド・アップル (2004)

製作総指揮,出演 :トジー捜査官

SEX AND THE CITY

出演 :ミスター・ビッグ

（Season 6） (2003～2004)
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ジュリアス・シーザー (2002)

出演

SEX AND THE CITY

出演 :ミスター・ビッグ

（Season 5） (2002)

女検死医ジョーダン

（シーズン１） (2001～2002)

ゲスト出演

グラスハウス (2001)

出演

SEX AND THE CITY

出演 :ミスター・ビッグ

（Season 4） (2001)

裁かれる判事 (2001)

製作,出演 :ポール・マドリアーニ

キャスト・アウェイ (2000)

出演 :ジェリー・ロヴェット

SEX AND THE CITY

出演 :ミスター・ビッグ

（Season 3） (2000)

有罪判決／法廷に隠された真実 (1999)

出演

SEX AND THE CITY

（Season 2） (1999)

出演 :ミスター・ビッグ

SEX AND THE CITY

（Season 1） (1998)

出演 :ミスター・ビッグ

ロー・アンド・オーダー／切り裂かれた死体 (1998)

原案,出演 :マイク・ローガン

コールド・ハート (1997)

出演

核弾頭メデューサ (1997)

出演

野生のエルザ２／新たなる冒険 (1996)

出演

ラリー

出演

無償の愛 (1996)

女医 (1995)
LAW & ORDER

出演
ロー＆オーダー

ホミサイド／殺人捜査課

（シーズン５） (1994～1995)

（第２シーズン） (1994～1995)

出演 :マイク・ローガン
ゲスト出演 :マイク・ローガン
（「LAW & ORDER ロー＆オー
ダー」）

LAW & ORDER

ロー＆オーダー

（シーズン４） (1993～1994)

出演 :マイク・ローガン

LAW & ORDER

ロー＆オーダー

（シーズン３） (1992～1993)

出演 :マイク・ローガン

LAW & ORDER

ロー＆オーダー

（シーズン２） (1991～1992)

出演 :マイク・ローガン

法と秩序 (1991)
LAW & ORDER

ロー＆オーダー

出演 :マイク・ローガン
（シーズン１） (1990～1991)

出演 :マイク・ローガン

モンスターズ (1988～1990)

出演

ジャカルタ (1988)

出演

赤ちゃんはトップレディがお好き (1987)

出演

オフビート (1986)

出演

愛と哀しみのマンハッタン（上・下） (1986)

出演

アポロジー・変質殺人者の告白 (1986)

出演
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