ボブ・ガントン
Bob Gunton

生年月日 1945/11/15
出身地

アメリカ／カリフォルニア州サンタモニカ

【フィルモグラフィ】
アンブロークン：パス・トゥ・リデンプション (2018)

出演

ブラックリスト

ゲスト出演 :ニコラス・Ｔ・ムーア

チリ３３人

（シーズン５） (2017～2018)

希望の軌跡 (2015)

Ｍａｒｖｅｌ デアデビル
New Girl

（シーズン１） (2015)

～ダサかわ女子と三銃士

救命医ハンク５

出演 :ピニェラ大統領
出演 :リランド・オウルズレイ

（シーズン３） (2013～2014)

ゲスト出演

セレブ診療ファイル (2013)

ゲスト出演 :ウィリアム・コリンズ

アルゴ (2012)

出演

キック・オーバー (2012)

出演

救命医ハンク４

セレブ診療ファイル (2012)

ゲスト出演 :ウィリアム・コリンズ

救命医ハンク３

セレブ診療ファイル (2011～2012)

ゲスト出演 :ウィリアム・コリンズ

リンカーン弁護士 (2011)

出演 :セシル・ドブズ

クリミナル・マインド

ゲスト出演

キル・ザ・ギャング
救命医ハンク２
２４

36回の爆破でも死ななかった男 (2011)

出演

セレブ診療ファイル (2010～2011)

TWENTY FOUR

メンタリスト

特命捜査班レッドセル (2011)

ゲスト出演 :ウィリアム・コリンズ

（ファイナル・シーズン） (2010)

ゲスト出演 :イーサン・ケニン

（シーズン２） (2009～2010)

ゲスト出演

２４

TWENTY FOUR

（シーズン VII） (2009)

出演 :イーサン・ケニン

２４

TWENTY FOUR

リデンプション (2008)

出演 :イーサン・ケニン

L project (2008)

出演

ボストン・リーガル

（シーズン４） (2007～2008)

ゲスト出演

デッド・サイレンス (2007)

出演 :エドワード・アーシェン

２４

ゲスト出演 :イーサン・ケニン

TWENTY FOUR

（シーズン VI） (2007)

爆発感染 レベル５ (2007)

出演

フラクチャー (2007)

出演

国家誘拐 (2007)

出演

ＮＵＭＢ３ＲＳ
(2006～2007)
ＰＥＰＰＥＲ

ナンバーズ

～天才数学者の事件ファイル

（シーズン３）

～恋するアンカーウーマン (2006)

ゲスト出演
ゲスト出演

デスパレートな妻たち２ (2005～2006)

ゲスト出演 :ノア・テイラー

NIP/TUCK

ゲスト出演

マイアミ整形外科医 （シーズン３） (2005)

デスパレートな妻たち (2004～2005)

ゲスト出演 :ノア・テイラー

アイアン・エンジェルズ／自由への闘い (2004)

出演

ユダ

出演

哀しみの使徒 (2004)

名探偵モンク

（シーズン２第１０話～シーズン３） (2003～2005)

ピースメイカーズ
ＣＳＩ：３

ワイルド・ウエスト殺人事件 (2003)

科学捜査班 (2002～2003)

バナナ★トリップ (2002)

ゲスト出演
出演
ゲスト出演
出演
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スピン・シティ （シーズン６） (2001～2002)

ゲスト出演

６１*（シックスティワン） (2001)

出演

クリミナル・サスペクツ (2001)

出演

パーフェクト ストーム (2000)

出演

ランニング・メイツ／彼女たちの大統領選 (2000)

出演

ＢＡＴＳ

出演 :マッケイブ博士

蝙蝠地獄 (1999)

パッチ・アダムス

トゥルー・ストーリー (1998)

出演 :ディーン・ウォルコット

アリー・ｍｙラブ (1st Season) (1997～1998)

ゲスト出演

真夜中のサバナ (1997)

出演

エルヴィスとニクソン (1997)

出演 :リチャード・Ｍ・ニクソン

グリマーマン (1996)

出演

ブロークン・アロー (1996)

出演 :プリチェット

ジム・キャリーのエースにおまかせ (1995)

出演

黙秘 (1995)

出演

キングフィッシュ／大統領への挑戦 (1995)

出演

遥かなる栄光 (1995)

出演

ショーシャンクの空に (1994)

出演 :ウォーデン・サミュエル・ノー
トン

ロズウェル (1994)

出演

デモリションマン (1993)

出演

パパと呼ばれて大迷惑!? (1993)

出演

マーダー (1993)

出演

ジェニファー８（エイト） (1992)

出演

フランク・シナトラ／ザ・グレイテスト・ストーリー (1992)

出演

レディ・キラー (1992)

出演

シーフォース／戦艦インディアナポリス出撃 (1991)

出演

LAW & ORDER

ゲスト出演

ロー＆オーダー （シーズン１） (1990～1991)

グローリー (1989)

出演

私のパパはマフィアの首領（ドン） (1989)

出演

熱き瞳のままに／炎のタッチダウン (1988)

出演

ピックアップ・アーチスト (1987)

出演

メイトワン－１９２０ (1987)

出演

天国からの中継 (1985)

出演

華麗なる陰謀 (1981)

出演
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