デニス・ボウトシカリス
Dennis Boutsikaris

生年月日 1952/12/21
出身地

アメリカ／ニュージャージー州ニューアーク

【フィルモグラフィ】
ブラックリスト

（シーズン７） (2019～2020)

ゲスト出演

ＦＢＩ：特別捜査班 (2018～2019)

ゲスト出演

ベター・コール・ソウル

ゲスト出演 :リック・シュワイカート

クワンティコ

（シーズン４） (2018)

（シーズン２） (2016～2017)

マネーモンスター (2016)

出演

ベター・コール・ソウル
ハンズ・オブ・ラヴ

ゲスト出演 :ヘンリー・ロアーク

（シーズン２） (2016)

手のひらの勇気 (2015)

ベター・コール・ソウル

（シーズン１） (2015)

LAW & ORDER： 性犯罪特捜班
(2014～2015)

（シーズン１６）

ゲスト出演 :リック・シュワイカート
出演
ゲスト出演 :リック・シュワイカート
ゲスト出演

ザ・ブック／ＣＩＡ大統領特別情報官 (2014～2015)

ゲスト出演

マダム・セクレタリー

ゲスト出演

理想の夫婦の別れ方

（シーズン１） (2014～2015)
（シーズン１） (2014)

ボディ・オブ・プルーフ３

死体の証言 (2013)

パーソン・オブ・インタレスト
(2012～2013)
エレメンタリー

（シーズン２）

メンタリスト

ホームズ＆ワトソン in NY (2012～2013)
（シーズン５） (2012～2013)

ゲスト出演
ゲスト出演
ゲスト出演
ゲスト出演
ゲスト出演

ボーン・レガシー (2012)

出演

シェイムレス２

俺たちに恥はない (2012)

ゲスト出演

ブルーブラッド
(2011～2012)

～ＮＹＰＤ家族の絆～

グッド・ワイフ

（シーズン３） (2011～2012)

シェイムレス

（シーズン２）

俺たちに恥はない (2011)

グッド・ワイフ

ゲスト出演 :トミー・セゲラ
ゲスト出演

（シーズン２） (2010～2011)

ウェス・クレイヴンズ

ゲスト出演

ザ・リッパー (2010)

ゲスト出演 :トミー・セゲラ
出演

グレイズ・アナトミー６ (2009～2010)

ゲスト出演

ミディアム６

ゲスト出演

霊能者アリソン・デュボア (2009～2010)

Dr.HOUSE ―ドクター・ハウス―
(2009～2010)
LAW & ORDER： 性犯罪特捜班
(2009～2010)

（シーズン６）

（シーズン１１）

LAW & ORDER クリミナル・インテント
(2008～2009)

（シーズン８）

ブッシュ (2008)

ゲスト出演
ゲスト出演
ゲスト出演
出演 :ポール・ウォルフォウィッツ（国防副
長官）
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ＳＨＡＲＫ ～カリスマ敏腕検察官
(2007～2008)
ＣＳＩ：７

科学捜査班 (2006～2007)

女検察官アナベス・チェイス
クリミナル・マインド
ラスベガス

（シーズン２）

ゲスト出演

（シーズン２） (2006～2007) ゲスト出演

ＦＢＩ行動分析課 (2005～2006)

（シーズン３） (2005～2006)

女検察官アナベス・チェイス
女検死医ジョーダン

（シーズン１） (2005～2006) ゲスト出演
（シーズン１４）

ザ・プラクティス／ボストン弁護士ファイル
(2001～2002)
LAW & ORDER ロー＆オーダー
(2001～2002)

（シーズン６）

（シーズン１２）

ブラック・ビートル (2001)
LAW & ORDER ロー＆オーダー
(2000～2001)

ゲスト出演
ゲスト出演

（シーズン４） (2004～2005)

LAW & ORDER ロー＆オーダー
(2003～2004)

ゲスト出演

ゲスト出演
ゲスト出演
ゲスト出演
ゲスト出演
出演

（シーズン１１）

ゲスト出演

パーフェクト・マーダー (2000)

出演

ＥＲ V

ゲスト出演

ＥＲ IV

緊急救命室
緊急救命室

LAW & ORDER

（第５シーズン） (1998～1999)
（第４シーズン） (1997～1998)

ロー＆オーダー

（シーズン８） (1997～1998) ゲスト出演

アバランチ２／雪崩 (1997)
LAW & ORDER

ロー＆オーダー

出演,ゲスト出演
出演

（シーズン７） (1996～1997) ゲスト出演

３つの顔を持つ女 (1996)

出演

ボーイズ・オン・ザ・サイド (1995)

出演

氷上の疑惑／ケリガン殴打事件の隠された真実 (1994)

出演

マッド・ハズバンド／あの愛は戻らない (1994)

出演

ミアの告白 (1994)

出演

LAW & ORDER

ロー＆オーダー

（シーズン３） (1992～1993) ゲスト出演

愛、嘘、殺人 (1991)
LAW & ORDER

ロー＆オーダー

出演
（シーズン１） (1990～1991) ゲスト出演

熱い絆 (1990)

出演

ドリーム・チーム (1989)

出演

クロコダイル・ダンディー２ (1988)

出演 :ボブ

Ｎ.Ｙ.コネクション II／倒錯の殺人プレイ (1988)

出演

ニューヨーク東８番街の奇跡 (1987)

出演

エクスタミネーター (1980)

出演
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