エディ・マーサン
Eddie Marsan
エドワード・マーサン

Edward Marsan

生年月日 1968/06/09
出身地

イギリス

【フィルモグラフィ】

ジェントルメン (2019)

出演

フィードバック (2019)

出演

ワイルド・スピード／スーパーコンボ (2019)

出演

アビゲイル

出演

クローズド・ワールド (2019)

立ち上がれ! ペット団 ～ロボシティを救え～ (2019)

声の出演 :市長／サイボーグ／フランク・
ストーン

レイ・ドノヴァン
(2018～2019)

出演 :テリー・ドノヴァン

ザ・フィクサー

（シーズン６）

博士と狂人 (2018)

出演 :マンシー

エンテベ空港の７日間 (2018)

出演 :シモン・ペレス

デッドプール２ (2018)

出演 :理事長

モーグリ：ジャングルの伝説 (2018)

出演 :ヴィハーン

ホワイト・ボーイ・リック (2018)

出演 :アート・デリック

ザ・シークレットマン (2017)

出演 :CIAの男

アトミック・ブロンド (2017)

出演 :スパイグラス

レイ・ドノヴァン
(2017)

ザ・フィクサー

（シーズン５）

出演 :テリー・ドノヴァン

切り裂き魔ゴーレム (2016)

出演

人生はシネマティック！ (2016)

出演 :サミー・スミス

ライク・ア・キラー

出演 :キンメル

偽りの忠誠

妻を殺したかった男 (2016)

ナチスが愛した女 (2016)

レイ・ドノヴァン
(2016)

ザ・フィクサー

（シーズン４）

出演 :ハインリッヒ・ヒムラー
出演 :テリー・ドノヴァン

コンカッション (2015)

出演

ＲＩＶＥＲ

出演

リバー (2015)

レイ・ドノヴァン
(2015)

ザ・フィクサー

（シーズン３）

僕と世界の方程式 (2014)
レイ・ドノヴァン
(2014)

ザ・フィクサー

出演 :テリー・ドノヴァン
出演 :リチャード・グリーヴ

（シーズン２）

出演 :テリー・ドノヴァン

ゴッド・タウン (2014)

出演 :ジャック・モーラン

おみおくりの作法 (2013)

出演 :ジョン・メイ

ワールズ・エンド

出演 :ピーター・ペイジ

酔っぱらいが世界を救う！ (2013)
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フィルス (2013)

出演 :クリフォード・ブレイジー

ジャックと天空の巨人 (2013)

出演

レイ・ドノヴァン
(2013)

ザ・フィクサー

（シーズン１）

出演 :テリー・ドノヴァン

スノーホワイト (2012)

出演

ハイヒールを履いた女 (2012)

出演 :ケヴィン・フランクス

シャーロック・ホームズ

出演 :レストレード警部

シャドウ ゲーム (2011)

戦火の馬 (2011)
LAW & ORDER： UK

出演
（シーズン２） (2010～2011)

思秋期 (2010)

出演 :ジェームズ

ロンドン・ブルバード
刑事トム・ソーン

－LAST BODYGUARD－ (2010)

声なき目撃者 (2010)

刑事トム・ソーン２
白鯨

ゲスト出演

臆病な殺人者 (2010)

MOBY DICK (2010)

LAW & ORDER： UK

出演
出演
出演
出演 :スタッブ

（シーズン１） (2009～2010)

ゲスト出演

ハートレス (2009)

出演 :ウェポン･マン

アリス・クリードの失踪 (2009)

出演 :ヴィック

シャーロック・ホームズ (2009)

出演 :レストレード警部

レッド・ライディング I ：1974 (2009)

出演

ハンコック (2008)

出演 :レッド

陰謀の報酬 (2008)

出演

僕と彼女とオーソン・ウェルズ (2008)

出演 :ジョン

リトル・ドリット (2008)

出演

ハッピー・ゴー・ラッキー (2007)

出演

アメリカン・キャンディー

俺たちの課外授業！ (2007) 出演

幻影師アイゼンハイム (2006)

出演 :興行師フィッシャー

マイアミ・バイス (2006)

出演 :ニコラス

Ｍ：ｉ：ＩＩＩ (2006)

出演

ダークソード／処刑人 (2006)

出演

くたばれ！イングランド (2006)

出演

あなたになら言える秘密のこと (2005)

出演 :ヴィクター

Ｖフォー・ヴェンデッタ (2005)

出演 :エサレッジ

ベオウルフ (2005)

出演

ヴェラ・ドレイク (2004)

出演 :レジー

２１グラム (2003)

出演

S.A.S.

出演

英国特殊部隊 (2002)

モンキー・キング
ザ・バンカー

西遊記 (2001)

巨大地下要塞 (2001)

出演
出演

帽子を脱いだナポレオン (2001)

出演

ギャングスター・ナンバー１ (2000)

出演

ジャニスのＯＬ日記 (1999)

出演
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