ギャレット・ディラハント
Garret Dillahunt

生年月日 1964/11/24
出身地

アメリカ／カリフォルニア州

関連人物 ミシェル・ハード (妻)

【フィルモグラフィ】
アーミー・オブ・ザ・デッド (2021)
フィアー・ザ・ウォーキング・デッド

出演
（シーズン６） (2020～2021)

出演 :ジョン・ドリー

セルジオ：世界を救うために戦った男 (2020)

出演

フィアー・ザ・ウォーキング・デッド

（シーズン５） (2019)

出演 :ジョン・ドリー

フィアー・ザ・ウォーキング・デッド

（シーズン４） (2018)

出演 :ジョン・ドリー

ロスト・マネー
The Gifted

偽りの報酬 (2018)

ザ・ギフテッド

出演 :バシュ
ゲスト出演 :ロデリック・キャ
ンベル

（シーズン１） (2017～2018)

ワイルド・ブレイブ (2017)

出演 :カッセン

ハンド・オブ・ゴッド

（シーズン２） (2017)

出演 :ＫＤ

ブラインドスポット２

タトゥーの女 (2016～2017)

ゲスト出演

ファインド・ミー (2016)

出演 :ホール

ハンド・オブ・ゴッド

出演 :ＫＤ

（シーズン１） (2014～2015)

ザ・スクリブラー (2014)

出演

イントゥ・ザ・シー (2014)

出演

シングルパパの育児奮闘記
エレメンタリー２

（シーズン４） (2013～2014)

監督,出演 :バート・チャンス

ホームズ＆ワトソン in NY (2013～2014)

ゲスト出演

それでも夜は明ける (2013)
バーン・ノーティス

出演 :アームスビー

元スパイの逆襲

シングルパパの育児奮闘記

ゲスト出演 :サイモン

（シーズン７） (2013)

（シーズン３） (2012～2013)

出演 :バート・チャンス

チョコレートドーナツ (2012)

出演 :ポール・フラガー

LOOPER／ルーパー (2012)

出演 :ジェシー

トール・ホット・ブロンド (2012)

出演

シングルパパの育児奮闘記

（シーズン２） (2011～2012)

出演 :バート・チャンス

ＡＬＰＨＡＳ／アルファズ

（シーズン１） (2011)

ゲスト出演 :ジョナス･イング
リン

～南部警察 人情派～

メンフィス・ビート

シングルパパの育児奮闘記

（シーズン２） (2011)

（シーズン１） (2010～2011)

ゲスト出演
出演 :バート・チャンス

バーニング・ブライト (2010)

出演 :ジョニー

ウィンターズ・ボーン (2010)

出演 :バスキン保安官

元スパイの逆襲

（シーズン４） (2010)

ゲスト出演 :サイモン

～フロリダ殺人事件簿

（シーズン１） (2010)

ゲスト出演

バーン・ノーティス
ザ・グレイズ
ホワイトカラー
ライ・トゥ・ミー

（シーズン１） (2009～2010)

嘘の瞬間

（シーズン２） (2009～2010)

ゲスト出演
ゲスト出演
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バーン・ノーティス

ＣＳＩ：１０

（シーズン３） (2009～2010)

元スパイの逆襲

科学捜査班 (2009～2010)

LAW & ORDER： 性犯罪特捜班

ゲスト出演

（シーズン１１） (2009～2010)

ゲスト出演

ザ・ロード (2009)

出演

ラスト・ハウス・オン・ザ・レフト

－鮮血の美学－ (2009)

ターミネーター：サラ・コナー クロニクルズ

Ｌｉｆｅ

ゲスト出演 :サイモン

真実へのパズル

クリミナル・マインド４

出演 :クラッグ

（シーズン２） (2008～2009)

ゲスト出演 :ロマン・ネヴィ
コフ

（シーズン２） (2008～2009)

ＦＢＩ行動分析課 (2008～2009)

ターミネーター：サラ・コナー クロニクルズ

出演 :クロマティ（Ｔ－
８８８型）

ゲスト出演

（シーズン１） (2008)

ゲスト出演 :クロマティ（Ｔ
－８８８型）

ノーカントリー (2007)

出演 :ウェンデル

ジェシー・ジェームズの暗殺 (2007)

出演 :エド・ミラー

ダメージ

（シーズン１） (2007)

ゲスト出演

Ｌｉｆｅ

真実へのパズル

ゲスト出演 :ロマン・ネヴィ
コフ

ＮＵＭＢ３ＲＳ
(2006～2007)
ＥＲ XIII

（シーズン１） (2007)

ナンバーズ

緊急救命室

～天才数学者の事件ファイル

（シーズン３）

（第１３シーズン） (2006～2007)

ゲスト出演
ゲスト出演 :スティーブ

４４００

未知からの生還者３ (2006)

出演 :マシュー・ロス

ＥＲ XII

緊急救命室

ゲスト出演 :スティーブ

ロー＆オーダー

LAW & ORDER
４４００

（第１２シーズン） (2005～2006)
（シーズン１６） (2005～2006)

ゲスト出演

未知からの生還者２ (2005)

出演 :マシュー・ロス

～銃とＳＥＸとワイルドタウン

デッドウッド

（シーズン２） (2005)

出演

ＣＳＩ：ニューヨーク (2004～2005)

ゲスト出演

ＥＲ XI

ゲスト出演 :スティーブ

緊急救命室

～銃とＳＥＸとワイルドタウン

デッドウッド

ＣＳＩ：３

（シーズン１） (2004)

科学捜査班 (2002～2003)
ロー＆オーダー

LAW & ORDER

Ｘ－ファイル
NYPD BLUE

（第１１シーズン） (2004～2005)

ゲスト出演

（シーズン１３） (2002～2003)

ゲスト出演

（5th ｓeason） (1997～1998)

～ニューヨーク市警15分署

出演

ゲスト出演

（シーズン４） (1996～1997)

ゲスト出演
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