タイタス・ウェリヴァー
Titus Welliver

生年月日 1961/03/12
出身地

アメリカ／コネチカット州ニューヘイヴン

【フィルモグラフィ】
ＢＯＳＣＨ／ボッシュ
マンダロリアン

（シーズン６） (2020)

（シーズン２） (2020)

ＢＯＳＣＨ／ボッシュ

（シーズン５） (2019)

製作総指揮,出演
出演
製作,出演

シャフト (2019)

出演 :ヴィエッティ

大脱出２ (2018)

出演

ＢＯＳＣＨ／ボッシュ
シカゴ Ｐ.Ｄ.

（シーズン４） (2018)

（シーズン５） (2017～2018)

ＢＯＳＣＨ／ボッシュ

（シーズン３） (2017)

夜に生きる (2016)

製作,出演
ゲスト出演
製作,出演
出演

ＢＯＳＣＨ／ボッシュ
ＳＵＩＴＳ／スーツ

（シーズン２） (2016)
（シーズン５） (2015～2016)

出演
ゲスト出演 :ドミニク

エージェント・オブ・シールド３ (2015～2016)

ゲスト出演 :フェリックス・
ブレイク

ザ・ラストシップ

ゲスト出演 :トールヴァルト

（シーズン２） (2015)

ＢＯＳＣＨ／ボッシュ

（シーズン１） (2014～2015)

出演

トランスフォーマー／ロストエイジ (2014)

出演

ザ・ラストシップ

ゲスト出演 :トールヴァルト

ポーカーナイト

（シーズン１） (2014)
監禁脱出 (2014)

出演 :マクスウェル

エージェント・オブ・シールド (2013～2014)

ゲスト出演 :フェリックス・
ブレイク

メンタリスト

ゲスト出演 :マイケル・リド
リー

（シーズン６） (2013～2014)

ホワイトカラー

（シーズン４） (2012～2013)

ゲスト出演 :プラット

プロミスト・ランド (2012)

出演

アルゴ (2012)

出演 :ジョン・ベイツ

ＴＯＵＣＨ／タッチ
グッド・ワイフ

（シーズン１） (2012)

ＣＳＩ：１２

（シーズン３） (2011～2012)
科学捜査班 (2011～2012)

ＧＲＩＭＭ／グリム

（シーズン１） (2011～2012)

崖っぷちの男 (2011)
ＳＵＩＴＳ／スーツ
クローザー

ゲスト出演 :グレン・チャイ
ルズ
ゲスト出演 :マーク・ガブリ
エル
ゲスト出演 :ファーリー・コ
ルト
出演 :ダンテ・マーカス

（シーズン１） (2011)

（第６シーズン） (2010～2011)

グッド・ワイフ

ゲスト出演

（シーズン２） (2010～2011)

ゲスト出演 :ドミニク
ゲスト出演
ゲスト出演 :グレン・チャイ
ルズ
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LAW & ORDER： LA (2010～2011)

ゲスト出演

ザ・タウン (2010)

出演 :ディノ

ＬＯＳＴ

ゲスト出演 :黒服の男

（ファイナル・シーズン） (2010)

サン・オブ・アナーキー

スーパーナチュラル

SUPERNATURAL
グッド・ワイフ
ＬＯＳＴ

（シーズン３） (2010)

ゲスト出演

（シーズン５） (2009～2010)

ゲスト出演 :グレン・チャイ
ルズ

（シーズン１） (2009～2010)

（シーズン５） (2009)

レイジング・ザ・バー
プリズン・ブレイク

名探偵モンク
Ｌｉｆｅ

ゲスト出演 :黒服の男

熱血弁護人

サン・オブ・アナーキー

（シーズン２） (2009)

ゲスト出演

（シーズン２） (2009)

ゲスト出演

（シーズン４） (2008～2009)

ゲスト出演

（シーズン７） (2008～2009)

真実へのパズル

ゲスト出演

（シーズン２） (2008～2009)

ゲスト出演 :カイル・ホリス

愛人契約 (2008)
ＳＨＡＲＫ

ＮＣＩＳ

ゲスト出演

出演

～カリスマ敏腕検察官
～ネイビー犯罪捜査班

（シーズン２） (2007～2008)
（シーズン５） (2007～2008)

ゲスト出演
ゲスト出演

ゴーン・ベイビー・ゴーン (2007)

出演 :ライオネル・マックリー
ディ

Ｌｉｆｅ

ゲスト出演 :カイル・ホリス

真実へのパズル

（シーズン１） (2007)

キッドナップ (2006～2007)
ジェリコ

～閉ざされた街～

ＮＵＭＢ３ＲＳ
(2006～2007)

ナンバーズ

ロー＆オーダー

LAW & ORDER

ゲスト出演

（シーズン１） (2006～2007)
～天才数学者の事件ファイル

ゲスト出演

（シーズン３）

（シーズン１７） (2006～2007)

ゲスト出演
ゲスト出演

デッドウッド

～銃とＳＥＸとワイルドタウン

（シーズン３） (2006)

出演

デッドウッド

～銃とＳＥＸとワイルドタウン

（シーズン２） (2005)

出演

ツイステッド (2004)

出演

～銃とＳＥＸとワイルドタウン

デッドウッド

（シーズン１） (2004)

バイカーボーイズ (2003)
LAW & ORDER： 性犯罪特捜班

出演
出演

（シーズン４） (2002～2003)

ゲスト出演

偽りのブロンド ～ マリリン・モンロー (2001)

出演

リンカーン暗殺の日 (1998)

出演

ブルックリン７４分署 (1997～1998)

出演 :ジャック・ロウリー巡
査

ザ・プラクティス／ボストン弁護士ファイル
NYPD BLUE

～ニューヨーク市警15分署

マーダー・ワン

（シーズン２） (1997～1998) ゲスト出演

（シーズン５） (1997～1998)

（シーズン２） (1996～1997)

ゲスト出演

ビッグ・フォール (1996)
NYPD BLUE

～ニューヨーク市警15分署

ゲスト出演
出演

（シーズン３） (1995～1996)

ゲスト出演

ケイティ (1995)

出演

ラスト・ターゲット／沈黙の復讐 (1994)

出演

勇気ある目撃者 (1994)

出演

ブラインド・ジャスティス (1994)

出演

Ｘ－ファイル

出演,ゲスト出演

（1st ｓeason） (1993～1994)

勇士たちの帰郷 (1992)

出演

キング・オブ・マフィア／カポネ血の絆 (1990)

出演
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