イライアス・コティーズ
Elias Koteas

生年月日 1961/03/11
出身地

カナダ／ケベック州モントリオール

【フィルモグラフィ】
シカゴ Ｐ.Ｄ.

（シーズン５） (2017～2018)

シカゴ・ファイア
シカゴ Ｐ.Ｄ.

（シーズン５） (2016～2017)

（シーズン４） (2016～2017)

出演 :アルビン・オリンスキー
ゲスト出演 :アルビン・オリンスキー（「シカゴ
Ｐ.Ｄ.」）
出演 :アルビン・オリンスキー

シカゴ・メッド２ (2016～2017)

ゲスト出演 :アルビン・オリンスキー（「シカゴ
Ｐ．Ｄ．」）

シカゴ・ファイア

ゲスト出演 :アルビン・オリンスキー（「シカゴ
Ｐ.Ｄ.」）

（シーズン４） (2015～2016)

シカゴ Ｐ.Ｄ.

（シーズン３） (2015～2016)

出演 :アルビン・オリンスキー

シカゴ Ｐ.Ｄ.

（シーズン２） (2014～2015)

出演 :アルビン・オリンスキー

シカゴ Ｐ.Ｄ.

（シーズン１） (2014)

出演 :アルビン・オリンスキー

シカゴ・ファイア

（シーズン２） (2013～2014)

ゲスト出演 :アルビン・オリンスキー（スピンオフ
「シカゴ Ｐ.Ｄ.」）

ラスト・デイズ・オン・マーズ (2013)

出演

デビルズ・ノット (2013)

出演 :ジェリー・ドライヴァー

THE KILLING

出演 :ジェームズ・スキナー

（シーズン３） (2013)

アンフォゲッタブル

完全記憶捜査 (2011～2012)

ドリームハウス (2011)

ゲスト出演
出演 :ボイス

コンバット・ホスピタル

戦場救命 (2011)

出演 :ザヴィエル・マークス大佐（カナダ軍・外
科医）

モールス (2010)

出演 :警官

キラー・インサイド・ミー (2010)

出演 :ジョー・ロスマン建築業評議会会長
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出演

［シックス］ (2010)

シャッター アイランド (2009)

出演 :アンドルー・レディス

エクトプラズム

出演 :ポペスク牧師

THE 4TH KIND

怨霊の棲む家 (2009)
フォース・カインド (2009)

出演 :アベル・カンポス

アイ・カム・ウィズ・ザ・レイン (2009)

出演 :ハスフォード

ディフェンドー

出演

女捜査官グレイス
(2008～2009)

闇の仕事人 (2009)
～天使の保護観察中

（シーズン２）

ＣＳＩ：ニューヨーク５ (2008～2009)
ベンジャミン・バトン

数奇な人生 (2008)

ゲスト出演
ゲスト出演
出演 :ガトー

トゥー・ラバーズ (2008)

出演

ＣＳＩ：ニューヨーク４ (2007～2008)

ゲスト出演

ザ・シューター／極大射程 (2007)

出演 :ジャック・ペイン

ミッシング

～消された記憶～ (2007)

出演
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ゾディアック (2006)
スキンウォーカーズ

出演 :ジャック・マラナックス巡査部長
エクリプス (2006)

出演

Dr.HOUSE ―ドクター・ハウス― （シーズン２） (2005～
ゲスト出演
2006)
グレイテスト・ゲーム (2005)

出演 :アーサー

トラフィック／新たなる連鎖 (2004)

出演

ワールド・オブ・ブラック (2004)

出演 :マイク・マッケイ

アララトの聖母 (2002)

出演 :アリ

シモーヌ (2002)

出演 :ハンク・アレノ

ザ・ソプラノズ／哀愁のマフィア
(2002)
ノボケイン

（第４シーズン）

局部麻酔の罠 (2001)

ゲスト出演
出演 :ハーラン・サングスター

コラテラル・ダメージ (2001)

出演 :ブラント

心臓を貫かれて (2001)

出演

ブルー・イグアナの夜 (2000)

出演

ロスト・ソウルズ (2000)

出演 :ジョン

マンハッタンで抱きしめて (1999)

出演

ゴールデンボーイ (1998)

出演

シン・レッド・ライン (1998)

出演

悪魔を憐れむ歌 (1997)

出演

ガタカ (1997)

出演

クラッシュ (1996)

出演

ダブル・ロック

裏切りの代償 (1996)

出演

プロフェシー／ゴッド・アーミー全米公開版 (1995)

出演

シュガータイム (1995)

出演

エキゾチカ (1994)

出演

カミーラ／あなたといた夏 (1994)

出演

ゴッド・アーミー／悪の天使 (1994)

出演

ミュータント・ニンジャ・タートルズ３ (1993)

出演

からみつく愛欲の罠 (1993)

出演

サイボーグ２ (1993)

出演 :コルト

ザ・コンタクト／取り残された戦士 (1993)

出演

テキサスの風 (1992)

出演

Ｍｒ.エンジェル／神様の賭け (1990)

出演

リトル★ダイナマイツ／ベイビー・トークＴＯＯ (1990) 出演
ミュータント・タートルズ (1990)

出演

逃亡者 (1990)

出演

ブルーウォーターで乾杯 (1988)

出演

タッカー (1988)

出演 :アレックス・トレムリス

海運王オナシス／世界で最も富を得た男（前・後）
(1988)

出演

クレイジー・ラブ (1988)

出演

ブラッド・レッド／復讐の銃弾 (1988)

出演

恋しくて (1987)

出演
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