ジュディ・グリア
Judy Greer

生年月日 1975/07/20
出身地

アメリカ／ミシガン州デトロイト

【フィルモグラフィ】

ハロウィン KILLS (2021)

出演 :カレン

アメリカ THE MOVIE (2021)

声の出演

StoryBots: Laugh, Learn, Sing (2021)

声の出演 :ビープ

アーチャー

声の出演 :シェリル

（シーズン１２） (2021)

フランクおじさん (2020)

出演

アーチャー

声の出演 :シェリル

（シーズン１１） (2020)

ストーリーボットにきいてみよう（シーズン３） (2019)

声の出演 :ビープ

ファイティング・with・ファイア (2019)

出演 :ヒックス博士

アーチャー

声の出演 :シェリル

（シーズン１０） (2019)

ジョン・デロリアン (2018)

出演 :エレン・ホフマ
ン

ハロウィン (2018)

出演 :カレン

アントマン＆ワスプ (2018)

出演 :マギー

15時17分、パリ行き (2018)

出演 :スペンサーの母

ストーリーボットにきいてみよう（シーズン２） (2018)

声の出演 :ビープ

アーチャー

声の出演 :シェリル

（シーズン９） (2018)

リアム１６歳、はじめての学校 (2017)

出演 :クレア

猿の惑星：聖戦記（グレート・ウォー） (2017)

出演 :コーネリア

夜が明けるまで (2017)

出演

ｅａｓｙ

出演

イージー

（シーズン２） (2017)

ポッターズビルの奇跡 (2017)

出演

ウィルソン (2017)

出演

カジュアル

ゲスト出演 :ジュディ

（シーズン３） (2017)

ストーリーボットのクリスマス (2017)

声の出演 :ビープ

アーチャー

声の出演 :シェリル

（シーズン８） (2017)

マスターズ・オブ・セックス

ゲスト出演 :アリス・
ローガン

（シーズン４） (2016)

私の居場所の見つけかた (2016)

出演

ストーリーボットにきいてみよう（シーズン１） (2016)

声の出演 :ビープ

アーチャー

声の出演 :シェリル

（シーズン７） (2016)

アントマン (2015)

出演 :マギー・ラング

ジュラシック・ワールド (2015)

出演 :カレン

トゥモローランド (2015)

出演
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マスターズ・オブ・セックス

ゲスト出演 :アリス・
ローガン

（シーズン３） (2015)

愛しのグランマ (2015)

出演 :オリヴィア

アントラージュ★オレたちのハリウッド：ザ・ムービー (2015)

出演

アーチャー

声の出演 :シェリル

（シーズン６） (2015)

猿の惑星：新世紀（ライジング） (2014)

出演 :コーネリア

ステイ・コネクテッド～つながりたい僕らの世界 (2014)

出演 :ドナ・クリント

アーチャー

声の出演 :シェリル

（シーズン５） (2014)

キャリー (2013)

出演 :デジャルダン

スマイル、アゲイン (2013)

出演 :バーブ

ブル～ス一家は大暴走！

ゲスト出演 :キティ

アーチャー

（シーズン４） (2013)

（シーズン４） (2013)

救命医ハンク４

ゲスト出演 :ヴェロニ
カ

セレブ診療ファイル (2012)

カリフォルニケーション
アーチャー

声の出演 :シェリル

（シーズン５） (2012)

ゲスト出演 :トリクシー

（シーズン３） (2011～2012)

声の出演 :シェリル

ファミリー・ツリー (2011)

出演 :ジュリー・スピ
アー

カリフォルニケーション

ゲスト出演 :トリクシー

ハッピーニート
アーチャー

（シーズン４） (2011)

おちこぼれ兄弟の小さな奇跡 (2011)

出演 :リンダ

（シーズン２） (2011)

声の出演 :シェリル

フェイク・クライム (2010)

出演 :デビー

ラブ＆ドラッグ (2010)

出演 :シンディ

サーフィン ドッグ (2010)

出演

ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 （シーズン３） (2009～
ゲスト出演
2010)
モダン・ファミリー

（シーズン１） (2009～2010)

ママと恋に落ちるまで
アーチャー

ゲスト出演

（シーズン５） (2009～2010)

ゲスト出演

（シーズン１） (2009～2010)

声の出演 :シェリル

わすれた恋のはじめかた (2009)
Dr.HOUSE
ＥＲ XV

出演

―ドクター・ハウス―
緊急救命室

（シーズン５） (2008～2009)

（第１５シーズン） (2008～2009)

ゲスト出演
ゲスト出演

幸せになるための27のドレス (2008)

出演 :ケイシー

カリフォルニケーション

ゲスト出演 :トリクシー

ウィークエンド

（シーズン２） (2008)

－爆破まであと1198分。史上最悪の2日間－ (2008)

カリフォルニケーション

（シーズン１） (2007)

フィラデルフィアは今日も晴れ
マイネーム・イズ・アール
ハーパー★ボーイズ

出演
ゲスト出演 :トリクシー

（シーズン３） (2007)

ゲスト出演

（シーズン２） (2006～2007)

ゲスト出演

（シーズン４） (2006～2007)

ゲスト出演

アメリカン・ドリームズ (2006)

出演

ブル～ス一家は大暴走！

（シーズン３） (2005～2006)

ゲスト出演 :キティ

ウェス・クレイヴン’ｓ

カースド (2005)

出演 :ジョアニー

エリザベスタウン (2005)

出演 :ヘザー

ＣＳＩ：マイアミ３ (2004～2005)

ゲスト出演

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.

ブル～ス一家は大暴走！

（シーズン２） (2004～2005)

ゲスト出演 :キティ

ヴィレッジ (2004)

出演 :キティ・ウォー
カー

１３ ラブ ３０

出演 :ルーシー

サーティン・ラブ・サーティ (2004)

ブル～ス一家は大暴走！

（シーズン１） (2003～2004)

ゲスト出演 :キティ

アダプテーション (2002)

出演

ウェディング・プランナー (2001)

出演

ハート・オブ・ウーマン (2000)

出演

２９９９年異性への旅 (2000)

出演

スリー・キングス (1999)

出演

ハード・キャンディ (1999)

出演
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