ヴィクター・ガーバー
Victor Garber

生年月日 1949/03/16
出身地

カナダ

【フィルモグラフィ】
シッツ・クリーク

（シーズン６） (2020)

ハピエスト・ホリデー

私たちのカミングアウト (2020)

出演
出演 :テッド

メリー・アン・シングルトンの物語 (2019)

ゲスト出演

レジェンド・オブ・トゥモロー

出演 :マーティン・シュタイン／ファイヤース
トーム

ライ麦畑の反逆児

（シーズン３） (2017～2018)

ひとりぼっちのサリンジャー (2017)

宇宙探査艦オーヴィル

（シーズン１） (2017)

出演
ゲスト出演

レジェンド・オブ・トゥモロー

（シーズン２） (2016～2017)

出演 :マーティン・シュタイン／ファイヤース
トーム

レジェンド・オブ・トゥモロー

（シーズン１） (2016)

出演 :マーティン・シュタイン／ファイヤース
トーム

THE FLASH／フラッシュ

（シーズン２） (2015～2016)

ゲスト出演 :マーティン・シュタイン／ファイ
ヤーストーム

セルフレス／覚醒した記憶 (2015)

出演 :マーティン

ボーダーライン (2015)

出演 :デイヴ・ジェニングス

遺伝子組み換え食品 (2015)

出演

ボブと魔法のソリ (2015)

声の出演 :フラッフィー

THE FLASH／フラッシュ

ゲスト出演 :マーティン・シュタイン／ファイ
ヤーストーム

ビッグゲーム

（シーズン１） (2014～2015)

大統領と少年ハンター (2014)

スリーピー・ホロウ
グッド・ワイフ

（シーズン１） (2013～2014)

（シーズン５） (2013～2014)

タイム・チェイサー (2013)

ゲスト出演
ゲスト出演
出演

グリム童話の秘宝を追え！ (2013)

ハンターズ

出演 :副大統領

アルゴ (2012)

出演
出演 :ケン・テイラー

タイタニック ３Ｄ (2012)

出演 :トーマス・アンドリュース

ザ・ファーム

ゲスト出演

ダメージ

法律事務所 (2012)

ゲスト出演 :ベネット・ ヘレショフ

（シーズン５） (2012)

キャシーのbig C

いま私にできること

（シーズン３） (2012)

ゲスト出演

カンフー・パンダ２ (2011)

声の出演 :マスター・サイ

アイス・クエイク (2011)

出演

ＳＵＩＴＳ／スーツ

ゲスト出演

（シーズン１） (2011)

新チャーリーズ・エンジェル (2011)

声の出演 :チャーリー・タウンゼント

ウェブセラピー

出演

（シーズン１） (2011)

クライム・オブ・マネー

完全犯罪 (2011)

出演

LAW & ORDER： LA (2010～2011)

ゲスト出演

ザ・タウン (2010)

出演

Ｇｌｅｅ

ゲスト出演 :ウィルの父

（シーズン１） (2009～2010)

ラスト・クルセイダーズ (2009)

出演
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ナース・ジャッキー (2009)

弁護士イーライのふしぎな日常

ゲスト出演

（シーズン２） (2008～2009)

出演 :ジョーダン・ウェザーズビー
出演 :モスコーニ市長

ミルク (2008)

弁護士イーライのふしぎな日常

（シーズン１） (2008)

出演 :ジョーダン・ウェザーズビー

アグリー・ベティ２ (2007～2008)

ゲスト出演

リ・ジェネシス３

ゲスト出演

バイオ犯罪捜査班 (2007)

エイリアス

（シーズン５） (2005～2006)

出演 :ジャック・ブリストウ

エイリアス

（シーズン４） (2005)

出演 :ジャック・ブリストウ

エイリアス

（シーズン３） (2003～2004)

出演 :ジャック・ブリストウ

恋するミュージック・マン♪ (2003)

出演

エイリアス２ (2002～2003)

出演 :ジャック・ブリストウ

エバーラスティング

時をさまようタック (2002)

出演

エイリアス／２重スパイの女 (2001～2002)

出演 :ジャック・ブリストウ

キューティ・ブロンド (2001)

出演 :キャラハン教授

ウーピーはＭｉｓｓサンタクロース (2001)

出演

ジュディ・ガーランド物語 (2001)

出演 :シド・ラフト

クリミナル・ファイル／恐喝 (2000)

出演

クリミナル・ファイル／嫉妬 (2000)

出演

ニール・サイモンのスーパー・コメディアンと７人のギャグマンたち
出演
(2000)
アニー (1999)

出演

タイタニック (1997)

出演 :トーマス・アンドリュース

シンデレラ (1997)

出演

見覚えのある顔 (1997)

出演

ファースト・ワイフ・クラブ (1996)

出演

LAW & ORDER

ロー＆オーダー

（シーズン６） (1995～1996)

ゲスト出演

ジェフリー！ (1995)

出演

エキゾチカ (1994)

出演

ミックス・ナッツ／イブに逢えたら (1994)

出演

禁断症状／クレプトマニア (1994)

出演

めぐり逢えたら (1993)

出演

ライフ ｗｉｔｈ マイキー (1993)

出演

ウーマン・オン・ザ・ラン (1993)

出演

クイーン (1993)

出演

ライト・スリーパー (1991)

出演

煉獄の中で (1991)

出演

ケリー・マクギリスの プライベート・セッション (1985)

出演

フロム・ザ・ダークサイド③ (1984)

出演

ゴッドスペル (1973)

出演
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