ジェリコ・イヴァネク
Zeljko Ivanek

生年月日 1957/08/15
出身地

スロヴェニア

【フィルモグラフィ】
Now and Then ～過去からの招待状～ (2022)

出演

マダム・セクレタリー

（シーズン５） (2018～2019)

出演 :ラッセル・ジャクソン

マダム・セクレタリー

（シーズン４） (2017～2018)

出演 :ラッセル・ジャクソン

スリー・ビルボード (2017)

出演

マダム・セクレタリー

出演 :ラッセル・ジャクソン

（シーズン３） (2016～2017)

Ｘ－ＭＥＮ：アポカリプス (2016)

出演

マダム・セクレタリー

出演 :ラッセル・ジャクソン

１２モンキーズ

（シーズン２） (2015～2016)

（シーズン１） (2015)

ＳＵＩＴＳ／スーツ

ゲスト出演

（シーズン４） (2014～2015)

マダム・セクレタリー

ゲスト出演 :エリック・ウッドオール

（シーズン１） (2014～2015)

出演 :ラッセル・ジャクソン

レボリューション２ (2013～2014)

ゲスト出演

ＳＵＩＴＳ／スーツ

ゲスト出演 :エリック・ウッドオール

ホワイトカラー

（シーズン３） (2013～2014)

（シーズン５） (2013～2014)

ゲスト出演

セブン・サイコパス (2012)

出演

アルゴ (2012)

出演

ボーン・レガシー (2012)

出演

ペントハウス (2011)

出演

ビッグ・ラブ

出演

（シーズン５） (2011)

THE EVENT／イベント (2010～2011)

出演 :ブレイク・スターリング

メンタリスト

ゲスト出演 :ライナス・ワグナー

（シーズン３） (2010～2011)

トゥルーブラッド
ビッグ・ラブ

（シーズン３） (2010)

ＨＥＲＯＥＳ／ヒーローズ
ダメージ

ゲスト出演 :裁判長

（シーズン４） (2010)

出演

（ファイナル・シーズン） (2009～2010)

（シーズン２） (2009)

ＨＥＲＯＥＳ／ヒーローズ
メンタリスト
Dr.HOUSE

ゲスト出演 :エミール・ダンコ
ゲスト出演 :レイ・フィスク

（シーズン３） (2008～2009)

ゲスト出演 :エミール・ダンコ

（シーズン１） (2008～2009)

―ドクター・ハウス―

ゲスト出演 :ライナス・ワグナー

（シーズン５） (2008～2009)

ゲスト出演

ヒットマンズ・レクイエム (2008)

出演

トゥルーブラッド

ゲスト出演 :裁判長

（シーズン１） (2008)

ジョン・アダムズ (2008)
ＮＵＭＢ３ＲＳ
(2007～2008)

ナンバーズ

出演
～天才数学者の事件ファイル

（シーズン４）

ゲスト出演

ダイ・ハード4.0 (2007)

出演

ダメージ

（シーズン１） (2007)

出演 :レイ・フィスク

ＬＯＳＴ

（シーズン３） (2006～2007)

ＳＨＡＲＫ

～カリスマ敏腕検察官

ザ・ホークス
ＢＯＮＥＳ

（シーズン１） (2006～2007)

ハワード・ヒューズを売った男 (2006)
（シーズン１） (2005～2006)

ゲスト出演
ゲスト出演
出演
ゲスト出演

コールドケース３ (2005～2006)

ゲスト出演

LAW & ORDER： 性犯罪特捜班 （シーズン７） (2005～2006)

ゲスト出演

マンダレイ (2005)

出演

ＣＳＩ：５

ゲスト出演

LAW & ORDER

科学捜査班 (2004～2005)

NYPD BLUE

ロー＆オーダー （シーズン１５） (2004～2005)
～ニューヨーク市警15分署 （シーズン１２） (2004～2005)

ゲスト出演
ゲスト出演

タッチング・イーブル ～闇を追う捜査官～ (2004)

ゲスト出演

ザ・ホワイトハウス５ (2003～2004)

ゲスト出演

ドッグヴィル (2003)

出演

ＯＺ／オズ （シーズン６） (2003)

出演 :ジェームス・デブリン

トワイライト・ゾーン (2002～2003)

出演
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ザ・プラクティス／ボストン弁護士ファイル （シーズン７） (2002～2003) ゲスト出演
出演

運命の女 (2002)

ＯＺ／オズ （シーズン５） (2002)

出演 :ジェームス・デブリン

２４

ゲスト出演 :アンドレ・ドレーゼン

TWENTY FOUR

女検死医ジョーダン

（シーズン I） (2001～2002)
（シーズン１） (2001～2002)

ゲスト出演

ブラックホーク・ダウン (2001)

出演 :ハレル

ハンニバル (2001)

出演 :コーデル・ドームリング

ＥＲ VII

緊急救命室

（第７シーズン） (2000～2001)

ゲスト出演

ザ・プラクティス／ボストン弁護士ファイル （シーズン５） (2000～2001) ゲスト出演
ＯＺ／オズ （シーズン４） (2000～2001)

出演 :ジェームス・デブリン

ダンサー・イン・ザ・ダーク (2000)

出演 :地方検事

ホミサイド／ザ・ムービー (2000)

出演 :エド・ダンバース

ヒマラヤ杉に降る雪 (1999)

出演

シビル・アクション (1999)

出演

三十年の愛

出演

ハメット＆ヘルマン (1999)

ＯＺ／オズ （シーズン３） (1999)

出演 :ジェームス・デブリン

ホミサイド／殺人捜査課 （第６シーズン） (1998～1999)

ゲスト出演 :エド・ダンバース

LAW & ORDER

ゲスト出演 :エド・ダンバース（「ホミサイド／殺人捜査課 （第６シー
ズン）」）

ロー＆オーダー （シーズン９） (1998～1999)

ラット・パック／シナトラとＪＦＫ (1998)

出演

ＯＺ／オズ （シーズン２） (1998)

出演 :ジェームス・デブリン

アリー・ｍｙラブ (1st Season) (1997～1998)

ゲスト出演

ザ・プラクティス／ボストン弁護士ファイル （シーズン２） (1997～1998) ゲスト出演
ホミサイド／殺人捜査課 （第５シーズン） (1997～1998)

ゲスト出演 :エド・ダンバース

LAW & ORDER

ゲスト出演 :エド・ダンバース

ロー＆オーダー （シーズン８） (1997～1998)

フェイク (1997)

出演

ＯＺ／オズ （シーズン１） (1997)

出演 :ジェームス・デブリン

ホミサイド／殺人捜査課 （第４シーズン） (1996～1997)

ゲスト出演 :エド・ダンバース

インフィニティ／無限の愛 (1996)

出演

戦火の勇気 (1996)

出演

ホミサイド／殺人捜査課 （第３シーズン） (1995～1996)

ゲスト出演 :エド・ダンバース

ホミサイド／殺人捜査課 （第２シーズン） (1994～1995)

ゲスト出演 :エド・ダンバース

Ｘ－ファイル

出演,ゲスト出演

（1st ｓeason） (1993～1994)

ホミサイド／殺人捜査課 （第１シーズン） (1993～1994)

ゲスト出演 :エド・ダンバース

LAW & ORDER

ゲスト出演

ロー＆オーダー （シーズン４） (1993～1994)

青春の輝き (1992)

出演

アーティフィシャル・パラダイス (1990)

出演

青春の祈り／司祭への道 (1984)

出演

ザ・センダー／恐怖の幻想人間 (1982)

出演
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