
DURASCAN D800, LINEAR BARCODE SCANNER 

DESCRIPTIONS OF D800 

~25 Words 

The DuraScan D800 is a durable linear barcode scanner with Bluetooth wireless technology , perfect for 
the most commonly used barcodes. Designed for mobility, durability and lasting up to two shifts. 
 

~50 Words 

The DuraScan D800 is a durable linear barcode scanner with Bluetooth wireless technology , perfect for 
the most commonly used barcodes. Designed for mobility, durability and lasting up to two shifts. The 
D800 can scan barcodes printed on labels or displayed on device screens. Small, thin and easy to use, 
the D800 can be used attached to a mobile device, enabling one-handed operation.  
 

~100 Words 

The DuraScan D800 is a durable linear barcode scanner with Bluetooth wireless technology , perfect for 
1D barcodes. Users can scan barcodes printed on labels or displayed on screens. Designed for mobility, 
durability and lasting up to two shifts. The external rubberized material increases drop protection. Easy 
to use and attachable to a mobile device, it slips neatly into your pocket and fits comfortably in the palm 
of your hand, enabling one-handed operation. Ideal for retail point of sale, inventory management, sales 
order entry, field service, and other mobile business apps. 
 

DESCRIPTIONS OF D800 WITH CHARGING DOCK 

~25 Words 

The DuraScan D800 is a durable, linear barcode scanner with Bluetooth wireless technology that comes 
with the DuraScan scanner and a Charging Dock to conveniently charge and store the scanner. 
 

~50 Words 

The DuraScan D800 is a durable linear barcode scanner with Bluetooth wireless technology that comes 
with a Charging Dock to conveniently charge and store the scanner. Designed for mobility, durability and 
lasting up to two shifts. The D800 can scan barcodes printed on labels or displayed on device screens. 
Small, thin and easy to use, the D800 can be used attached to a mobile device. With the Charging Dock, 
the D800 has a home to charge.  
 

~100 Words 

The DuraScan D800 is a durable linear barcode scanner with Bluetooth wireless technology that comes 
with a Charging Dock to conveniently charge and store the scanner. Users can scan barcodes printed on 



labels or displayed on screens. Designed for mobility, durability and lasting up to two shifts. The external 
rubberized material increases drop protection. Easy to use and attachable to a mobile device, it slips 
neatly into your pocket and fits comfortably in the palm of your hand, enabling one-handed operation. 
Ideal for retail point of sale, inventory management, sales order entry, field service, and other mobile 
business apps. With the Charging Dock, the D800 has a home to charge. 
 

DESCRIPTIONS OF D800 WITH 6 BAY CHARGER 

~25 Words 

The DuraScan D800 is a durable, linear barcode scanner with Bluetooth wireless technology that comes 
with 6 units of the D800 barcode scanners and a 6 Bay Charger to protect and charge conveniently. 
 

~50 Words 

The DuraScan D800 is a durable linear barcode scanner with Bluetooth wireless technology. Designed 
for mobility, durability and lasting up to two shifts. The D800 can scan barcodes printed on labels or 
displayed on device screens. Small, thin and easy to use, the D800 can be used attached to a mobile 
device. It comes with 6 units of the D800 barcode scanners and a 6 Bay Charger to protect and charge 
conveniently.  
 

~100 Words 

The DuraScan D800 is a durable linear barcode scanner with Bluetooth wireless technology, perfect for 
1D barcodes. Users can scan barcodes printed on labels or displayed on screens. Designed for mobility, 
durability and lasting up to two shifts. The external rubberized material increases drop protection. Easy 
to use and attachable to a mobile device, it slips neatly into your pocket and fits comfortably in the palm 
of your hand, enabling one-handed operation. Ideal for retail point of sale, inventory management, sales 
order entry, field service, and other mobile business apps. It comes with the 6 units of the D800 barcode 
scanners and a 6 Bay Charger to protect and charge your devices conveniently.  

 

KEY SELLING POINTS 

• Bluetooth Wireless Technology - Connects easily to a wide range of Bluetooth enabled 
smartphones, tablets, notebook and desktop computers [Compatible with iOS, Android and 
Windows devices with typical Bluetooth range of 10 meters (33 feet).]  

• Certified by Apple for iOS devices – Guaranteed Compatibility - With Capture SDK integrated in 
over 700+ apps, Socket Mobile scanners are one of the most natively integrated scanners 
available today. Socket Mobile Scanners are also 100% compatible with any app out-of-the-box 
in HID (keyboard emulation) mode.  

• Scanning - Reads all common 1D barcodes  
• Size & Weight – Measuring a littler over ½ inch (16.76mm) thick and weighing 2.52 ounces 

(71.5g)   
• User Feedback - With audible tones, hand pulsation and Bluetooth indicators  



• Long-Lasting Battery - Power to last over 16 hours    
• One-Handed Operation – Attachable clip sold separately.   
• Durable Casing – Rubber material for increased protection from drops.  
• Protective Material - Made with antimicrobial material for protection against potentially harmful 

bacteria 



D800の特長 

D800と充電ドックの特長 

 
 

 

~115 文字 

 

DuraScan D800は、Bluetoothワイヤレステクノロジーを備えた耐久性のあるリニア バーコードス

キャナーで、最も流通しているバーコードの読み取りに最適です。携帯性、耐久性に優れた設

計で、電池も2シフト分までもちます。 
 
 

~220 文字 

 

DuraScan D800は、Bluetoothワイヤレステクノロジーを備えた耐久性のあるリニアバーコードス

キャナーで、最も流通しているバーコードの読み取りに最適です。携帯性、耐久性に優れてお

り、電池も2シフト分までもつように設計されています。D800は、ラベルに印刷されたバーコ

ードやデバイスのスクリーン上に表示されたバーコードもスキャンできます。小型・薄型で使

いやすく、D800はモバイルデバイスに装着して片手操作が実現できます。 
 
 

~310 文字 

 

DuraScan D800は、Bluetoothワイヤレステクノロジーを備えた耐久性のあるリニアバーコードス

キャナーで、1Dバーコードの読み取りに最適です。お客様は、ラベルに印刷されたバーコード

やスクリーン上に表示されたバーコードをスキャンできます。携帯性、耐久性に優れており、

電池も2シフト分までもつように設計されています。外側のゴム素材により落下耐久性を強化さ

れています。使い勝手が良く、スマートフォンに装着可能で、ポケットにすっぽりと収まり、

手のひらにもぴったりフィットするため、片手操作が可能となります。小売POS、在庫管理、受

注入力作業、フィールドサービス、その他のモバイルビジネスアプリにも最適です。 
 
 

 

~120文字 

 

DuraScan D800は、Bluetoothワイヤレステクノロジーを備えた耐久性のあるリニアバーコードス

キャナーです。DuraScanスキャンと充電ドックがセットになっており、スキャナーを充電した

まま適切な位置に配置するのに便利です。 
 
 

~280文字 

 

DuraScan D800は、Bluetoothワイヤレステクノロジーを備えた耐久性のあるリニアバーコードス

キャナーで、スキャナーを便利に充電しながら適切な位置に配置できる充電ドックが付属して

います。携帯性、耐久性に優れており、電池も最大2シフト分までもつように設計されています

。D800は、ラベルに印刷されたバーコードやデバイスのスクリーンに表示されたバーコードも

スキャンできます。小型で薄くて使いやすいD800は、スマートフォンに装着して使用すること

ができます。充電ドックを使用することで、D800は充電できるドックを手に入れることができ

ます。 

 

~370文字 

DURASCAN D800, リニアバーコードスキャナー 



D800と6連充電ドックの特長 

セールスポイント 

 

DuraScan D800は、Bluetoothワイヤレステクノロジーを備えた耐久性のあるリニアバーコードス

キャナーで、スキャナーを便利に充電しながら適切な位置に配置できる充電ドックが付属して

います。お客様は、ラベルに印刷されたバーコードやスクリーン上に表示されたバーコードを

スキャンできます。携帯性、耐久性に優れており、電池も最大2シフト分までもつように設計さ

れています。外側のゴム素材により落下耐久性が強化されています。使い勝手が良く、スマー

トフォンに装着可能で、ポケットにすっぽりと収まり、手のひらにもぴったりフィットするた

め、片手操作が可能となります。小売POS、在庫管理、受注入力作業、フィールドサービス、そ

の他のモバイルビジネスアプリにも最適です。充電ドックを使用することで、D800は充電でき

るドックを手に入れることができます。 
 
 

 

~110文字 

 

DuraScan D800は、Bluetoothワイヤレステクノロジーを備えた耐久性のあるリニアバーコードス

キャナーで、6 台のD800バーコードスキャナーと、便利に保管し充電できる6連充電ドックが

セットになっております。 
 
 

~240文字 

 

DuraScan D800は、Bluetoothワイヤレステクノロジーを備えた耐久性のあるリニアバーコードス

キャナーです。携帯性、耐久性に優れており、電池も最大2シフト分までもつように設計され

ています。D800は、ラベルに印刷されたバーコードやスクリーン上に表示されたバーコードを

スキャンできます。小型で薄く、使いやすいD800は、スマートフォンに装着して使用できます

。6 台のD800バーコードスキャナーと、便利に保管し充電できる6連充電ドックがセットにな

っております。 
 

 

~360文字 

 

DuraScan D800は、Bluetoothワイヤレステクノロジーを備えた耐久性の高いリニアバーコード ス

キャナーで、1Dバーコード向けに最適です。お客様は、ラベルに印刷されたバーコードやスク

リーン上に表示されたバーコードをスキャンできます。携帯性、耐久性に優れており、電池も

最大2シフト分までもつように設計されています。外側のゴム素材により落下耐久性を強化され

ております。使い勝手が良く、スマートフォンに装着可能で、ポケットにすっぽりと収まり、

手のひらにもぴったりフィットするため、片手操作が可能となります。小売POS、在庫管理、受

注入力作業、フィールドサービス、その他のモバイルビジネスアプリにも最適です。6 台の

D800バーコードスキャナーと、便利に保管し充電できる6連充電ドックがセットになっています

。 

 
 

 

• Bluetoothワイヤレステクノロジー  -  スマートフォン、タブレット、ノートPC、デスクト

ップコンピュータなどの幅広いBluetooth対応の機器に簡単に接続できます[標準的な10メ
ートルのBluetooth接続範囲でiOS、Android、および Windowsデバイスと互換性がありま

す。] 
• iOSデバイス向けのApple認定 - 互換性が保証されています - Capture SDKは700 以上のアプリ



に組み込まれているため、Socket Mobileのスキャナーは、現在販売されているスキャナーの

中で最もネイティブに統合されているスキャナの1つです。Socket Mobileのスキャナーは、

HID(キーボード エミュレーション)モードですぐに使える全てのアプリと100% 互換性があり

ます。 
• スキャニング – 全ての一般的な1Dバーコードを読みます。 
• サイズ & 重量 –16.76mmの厚さで71.5gの重量です。 
• ユーザーフィードバック – 聞き取りやすいトーン・バイブレーション・Bluetoothインジケーター 

• 長持ちのバッテリー - 16時間以上長持ちするバッテリー 
• 片手での操作 – 着脱可能なクリップは別売りです 
• 堅牢なケース – 落下保護性能を高めるゴム素材 
• 保護素材 - 潜在的に有害な細菌から保護するための抗菌素材で作られています 
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