
静かな夜に、月と星たちがキラキラと輝い合う。一人もいなかった城町なのに、そこから悲
惨な泣き声が途切れ途切れに聞こえてきた；遠くのぼろぼろの建物の前に、人の体にカラス
の頭のような怪しい輪郭が微かに見えてくる。

「彼」は地平線の底から徐々に近づいてくるにつれて、その輪郭がはっきりとなってくる。
彼はドクター‧プラーガ。あっちこっちを回り患者を探して、恐ろしい死神の手から人々の
命を救い出す。救われた人たちは彼の前に跪いて、ずいぶん尊敬している。だが大部分のと
き、彼が着くところには、悲しい泣き声や完全な沈黙しか聞こえなかった。

ようこそヴィータモーズへ。ここはペストと絶望しかないところだ。

「このペストはまるで死神の冗談のごとし。いくつもの瞬間に、コインが机の上に落ちるよ
うなピーンとする音が聞こえたのだ私は心から望んでいる。死神はコインを弾くだけで人の
生死を決めるのではない……たとえ人間は最後に死にたどり着くものだ……」——『ドクタ
ー‧プレイグのペストジャーナル』からです。

遊び方説明書



内容物

表面裏面

裏面

裏面 裏面

裏面 裏面

表面 ヴィータ モーズ

表面 表面 月の面
（モーズ）

太陽の面
（ヴィータ）

表面 表面

人物カード 15 枚

任務カード ７ 枚

特権カード 24 枚（4 枚に 1 組，全 6 組） プレイグドクター
 1 個

チームマーク 7 枚 ヴィータモーズ
コイン 6 枚

チーム対照マーク 2 枚 生存マーク 2 枚 ターンマーク 1 枚



各部説明

人物カード

すべての人物が三つのクラスに分けられています：貴族、民、奴隷。クラスにはニセモノがあります。

毎ターンでプ
レイヤーに特
権カードとド
クタープラー
ガを渡す順番
を示します。

貴族

表クラスの中で、
実際にあるクラス
を示す。

民 奴隸

ニセモノの例

ニセモノの実際クラスは表の
クラスと違い、特殊能力の欄
では仮面マークで示します。

実際のクラスクラスマーク

（表）クラスマーク

ニセモノ以外の人物にはすべて特殊能力があります。詳しくは下記の能力一覧表をご覧ください。

特権カード ターンマーク

表クラス

デスセンス：ドクタープラーガのそ
ばに置き、その診断結果を投票結果
に等しくする。

ブロック：ターゲットプレイヤーに
使い、投票結果を無効化にする。

リバース：ターゲットプレイヤーに
使い、投票結果を逆にする。

フェイクコイン：ターゲットプレイ
ヤーに使い、投票結果を倍にする。

月の面
（モーズ）

太陽の面
（ヴィータ）



初期配置

人物カードは表のクラスごとに５枚ずつに分け、それぞれシャッフ
ルします。それら５枚ずつの札を横一列に並べます。

任務カード BALATRO（ピエロ）を取り出して、裏向きに置きます。

ほかの任務カードをシャッフルして、２枚を引いて裏向きに置き、
チーム対照マークを任務カードのマスクの上に重ねます。

生存マークを任務カードの右側に置きます。

特權カード１組（裏面は上にする）
ヴィータモーズコイン１枚

ボード配置

プレイヤーのもらい物：

チーム分け
プレイ人数によって変わるチームマークの
使用枚数と種類を確認します。

使用するチームマークを表向きにシャフル
し、１人１枚ずつ引いて、秘密に確認した
ら自分の前に伏せて置きます。残ったチー
ムマークはすべて箱へ戻します。

３　　人： x1 x1 x1

４か５人： x2 x2 x1

５か６人： x3 x3 x1

ヴィータモーズエリア

---生存マーク列---

---死亡マーク列---

1

3

4

2

1

2

3

4



ゲームの流れ

ヴィータモーズ裁判
出発 → 診断

ドクターの診断
投票 → 特権発動 → 表決

死神の決断

ターン交替

一番最近医者を診てもらったことがある人から司会になります。司会はターンマークとプレイグドクターを
もらって、ターンを進行させます。毎ターンは３段階で進みます：ドクターの診断、死神の決断、ヴィータ
モーズ裁判。その順番でターンを交替させ、プレイヤーが勝利を宣言したらゲーム終了です。

出　　発：司会は任意の札の一番上の１枚を引いて、ヴィータモーズエリアに置きます。
診　　断：司会はプレイグドクターをヴィータマークかモーズマークの上に重ねて置き、診断結果を示
　　　　　します。

ドクターの診断

ゲーム概要
ヴィータモーズで、すべてのプレイヤーは死神として、順番で司会になってプレイグドクターを操ります。
ターンでプレイグドクターがどこへ、どうやって患者に治療するかを決めて、投票したり特権カードを発動
させたり、患者の運命を操ります。プレイヤーは当チームの任務カードの内容が完成したら勝ちです。



出　　発：司会は任意の札の一番上の１枚を引いて、ヴィータモーズエリアに置きます。
診　　断：司会はプレイグドクターをヴィータマークかモーズマークの上に重ねて置き、診断結果を示
　　　　　します。

投　　票：司会も含めて全員はヴィータモーズコインを秘密に手のひらにもって拳にします。太陽の面
　　　　　は上だったらその人物がヴィータ（生き延びる）と投票しますが、月の面は上だったらその
　　　　　人物がモーズ（死ぬ）と投票します。
特権発動：司会は左側からほかのプレイヤーが特権カードを発動させるかを順番に聞きます。全員プレ
　　　　　イヤーの行動が終わったら司会が動きます。

死神の決断

表　　決：全員プレイヤーは手のひらを開けてヴィータモーズコインの結果を表します。そして特権カ
　　　　　ードの効果を計算したうえで、ヴィータ（生きる）かモーズ（死ぬ）の票数が決まります。

投票結果によっては、ヴィータの数の方が多ければその人物は生き延びることができ、生存マーク列に
置きます。逆にモーズの数が多ければその人物が死ぬことになり、死亡マーク列に置きます。もし両方
の票数が同じ場合、プレイグドクターの診断結果次第で決まります。

裏面につづく

ヴィータモーズ裁判

以上の３段階が終わったら、司会はターンマークとプレイグドクターを右側のプレイヤーに渡して、タ
ーン交替が完成しました。

毎ターンで特権カードは１枚だけ使えます。使った特権カードはターンエンドで捨てます。
毎ターンで各プレイヤーとプレイグドクターには特権カードが１枚しか使われることができません。
（自分に特権カードを使うのは禁止です。） 

注
意



プロセスの例

ドクター
の診断

出発 Ａさんは司会で、貴族クラスの札の一番上の１枚を引いて、人物カード「キング」が出ました。

診断 Ａさんはプレイグドクターをヴィータマークに置いて、その診断結果を示します。

死神の
決断

投票

表決

Ａさんも含めて全員プレイヤーはヴィータモーズコインで秘密に投票します。

特権
発動

Ａさんは左側からほかのプレイヤーに特権カードを使うかを順番に聞きます。
—Ｂさんは特権カードを使わないと決めます。
—ＣさんはＢさんに特権カード【リバース】を使い、そのカードをＢさんの前に置きます。
—Ａさんは特権カード【デスセンス】を使い、そのカードをプレイグドクターのそばに置きます。

プレイヤー全員は手のひらを開けて表決します。
—ＡさんとＢさんは【ヴィータ】にして、Cさんは【モーズ】にします。
—しかし、Ｂさんの前には特権カード【リバース】があって、その結果は【モーズ】になりました。
—【デスセンス】の効果でプレイグドクターの診断結果も表決に入れて、【ヴィータ】の票数は +１。
—合計はＡ(ヴィータ) + Ｂ(モーズ) + Ｃ(モーズ) + デスセンス(ヴィータ)、票数は２対２です。

票数が引き分けになれば、プレイグドクターの診断結果次第で人物がヴィータかモーズを決まるので、
キングがヴィータになりました。Ａさんはキングを生存マーク列に移します。

ヴィータ
モーズ裁判



能力一覧表

ゲーム終了
ターン交替の前に、任務カードの内容を達成したか確認してください（詳しくは下記の任務内容をご覧くだ
さい。）達成したらチームマークを開けて勝利を宣言しましょう！複数のチームが任務内容を達成した場合
、当ターンの司会のチームが勝ちです。出なかったら次のターンの司会のチームが勝ちです。人物カードが
使い切ったときにまだ任務内容を達成するチームがないなら、勝ち方がいないことになります。

Ａさんはプレイグドクターを右側へＣさんに渡して、Ｃさんは司会になります。新しいターンが始まります。ターン交替

すべての人物カードはヴィー
タモーズ裁判が終わったら、
その結果によりそれぞれヴィ
ータモーズエリアの中の生存
マーク列と死亡マーク列に置
くべきです。右側の図の通り
に：

ヴィータモーズ裁判の注意点 1st

2nd 3rd

4th

5th ...



キング：キングが生き延びれば、次のターンの
人物カードは無条件で貴族と見なされます。

商人：（このカードが出たらすぐに効果が発動
する）各プレイヤーは特権カードを１枚選び、
同時に左側のプレイヤーに渡します（特権カー
ドのないプレイヤーはスキップ）。

司祭：司祭がヴィータになったら、次のターン
でプレイヤー全員特権発動できません。

メイド：メイドがモーズになったら、次のター
ンの表決で、ヴィータの票数が +１。

占い師：（このカードが出たらすぐに効果が発
動する）３つのクラス札の一番上を１枚ずつ開
けて、開いたまま元の札に置きます。

プロスティチュート：当ターンでプレイヤーが
特権カードを使わないと、そのプレイヤーは当
ターンの表決に除外されます（特権カードブロ
ックと同じ効果）。

ナイト：死神の決断の段階で、司会はほかのプ
レイヤーの投票と特権発動が終わったら動きま
す。

官員：表決のときに、ヴィータの票数マイナス
モーズの票数イコール１か２だったら、ヴィー
タとみなされます（票数が同じ場合はプレイグ
ドクターの診断結果次第で決まります。それ以
外の場合はモーズとみなされます）。

物乞い：表決のときに、モーズの票数マイナス
ヴィータの票数イコール１か２だったら、モー
ズとみなされます（票数が同じ場合はプレイグ
ドクターの診断結果次第で決まります。それ以
外の場合はヴィータとみなされます）。

アサシン：アサシンがヴィータになる場合、各
プレイヤーは当ターンで使った特権カードを回
収できます。



任務内容

連続の４ターンで、３人がヴィータになります。
LIBERALITAS（寛大）

INMITIS（残酷）
連続の４ターンで、３人がモーズになります。

ヴィータの人物で、任意３人の実際クラスが同じです。 
FAVORIS（偏心） 

INIQUITAS（不公平）
モーズの人物で、任意３人の実際クラスが同じです。



AEQUABILITAS（平等）

ヴィータの人物で、連続３人の実際クラスが違います。
（その間のモーズ人物は無視）

指定されるターン数で勝ち方がいなければ、ピエ
ロが勝ちです。（プレイヤー人数が３人で９ター

ン、４人で８ターン…などです）。

BALATRO（小丑）

例：LIBERALITAS（寛大） 例：INIQUITAS（不公平）
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PIETAS（責任）
モーズの人物で、連続３人の実際クラスが違います。

（その間のヴィータ人物は無視）

例：PIETAS（責任）


