ルーシー・リュー
Lucy Liu
ルーシー・アレクシス・リュー

Lucy Alexis Liu

生年月日 1968/12/02
出身地

アメリカ／ニューヨーク市クイーンズ

【フィルモグラフィ】
ステージ・マザー (2020)
エレメンタリー７
(2019)

出演 :シエナ

ホームズ＆ワトソン in NY

ザ・ファイナル

出演 :ジョーン・ワトソン

フューチャーワールド (2018)

出演 :クイーン

セットアップ：ウソつきは恋のはじまり (2018)

出演

エレメンタリー６

ホームズ＆ワトソン in NY (2018)

出演 :ジョーン・ワトソン

エレメンタリー５

ホームズ＆ワトソン in NY (2016～2017)

出演 :ジョーン・ワトソン

カンフー・パンダ３ (2016)

声の出演 :マスター・ヘビ

エレメンタリー４

監督,出演 :ジョーン・ワトソン

グレイスランド
(2015)

ホームズ＆ワトソン in NY (2015～2016)
西海岸潜入捜査ファイル

（ファイナル・シーズン）

監督

カンフー・パンダ

秘密の巻物 (2015)

声の出演

エレメンタリー３

ホームズ＆ワトソン in NY (2014～2015)

監督,出演 :ジョーン・ワトソン

ティンカー・ベルとネバーランドの海賊船 (2014)

声の出演 :シルバーミスト

ティンカー・ベルと流れ星の伝説 (2014)

声の出演 :シルバーミスト

エレメンタリー２

監督,出演 :ジョーン・ワトソン

エレメンタリー

ホームズ＆ワトソン in NY (2013～2014)
ホームズ＆ワトソン in NY (2012～2013)

出演 :ジョーン・ワトソン

アイアン・フィスト (2012)

出演 :マダム・ブロッサム

ティンカー・ベルと輝く羽の秘密 (2012)

声の出演 :シルバーミスト

サウスランド

ゲスト出演

（シーズン４） (2012)

カンフー・パンダ２ (2011)

声の出演 :マスター・ヘビ

デタッチメント

出演 :ドリス・パーカー

優しい無関心 (2011)

ダメ男がモテる本当の理由 (2011)

出演

ティンカー・ベルと妖精の家 (2010)

声の出演 :シルバーミスト

Marry Me

～本命彼女はモテ期中！？～ (2010)

出演 :レイ・アン・カーター

ティンカー・ベルと月の石 (2009)

声の出演 :シルバーミスト

アフロサムライ：レザレクション (2009)

声の出演 :シヲ

ダーティ・セクシー・マネー

出演 :ノラ・ライオンズ

（シーズン２） (2008～2009)

ティンカー・ベル (2008)

声の出演 :シルバーミスト

カシミアマフィア (2008)

出演

カンフー・パンダ (2007)

声の出演 :マスター・ヘビ

ジェイク・アイデンティティー (2007)

製作総指揮,出演

アグリー・ベティ (2006～2007)

ゲスト出演

ブラッド (2006)

出演 :セイディー・ブレイク

ラッキーナンバー７ (2006)

出演 :リンジー

ドミノ (2005)

出演 :タリン・マイルズ
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Ｊｏｅｙ

ジョーイ (2004～2005)

ゲスト出演

ムーラン２ (2004)

声の出演

キル・ビル (2003)

出演 :オーレン・イシイ／“コットンマ
ウス”

チャーリーズ・エンジェル／フルスロットル (2003)

出演 :アレックス・マンデー

バリスティック (2002)

出演 :シーバー

シカゴ (2002)

出演 :キティー

カンパニー・マン (2002)

出演 :リタ・フォスター

アリー・ｍｙラブ (5th Season) (2001～2002)

出演 :リン・ウー

ＨＯＴＥＬ

出演 :カウィカ

ホテル (2001)

SEX AND THE CITY

（Season 4） (2001)

ゲスト出演

アリー・ｍｙラブ (4th Season) (2000～2001)

出演 :リン・ウー

チャーリーズ・エンジェル (2000)

出演 :アレックス

シャンハイ・ヌーン (2000)

出演

アリー・ｍｙラブ (3rd Season) (1999～2000)

出演 :リン・ウー

マイ スウィート ガイズ (1999)

出演 :リア

トゥルー・クライム (1999)

出演 :トイショップ・ガール

ペイバック (1999)

出演 :パール

宇宙で最も複雑怪奇な交尾の儀式 (1999)

出演 :リディア

アリー・ｍｙラブ (2nd Season) (1998～1999)

出演 :リン・ウー

モリー (1998)

出演

ワイルドスティンガー (1998)

出演

ハイ・インシデント／警察ファイルＪ (1996～1997)

出演

NYPD BLUE

～ニューヨーク市警15分署

（シーズン４） (1996～1997) ゲスト出演

グリッドロック (1996)

出演

ザ・エージェント (1996)

出演

刑事ナッシュ・ブリッジス
Ｘ－ファイル
ＥＲ II

（シーズン１） (1996)

（3rd ｓeason） (1995～1996)

緊急救命室

（第２シーズン） (1995～1996)

ビバリーヒルズ高校白書

（第２シーズン） (1991～1992)

リズム・オブ・デスティニー (1991)

ゲスト出演
出演,ゲスト出演
出演,ゲスト出演 :メイ・スン
ゲスト出演
出演
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