
Durasled DS800, Linear Barcode Scanning Sled for XCover Pro  

DESCRIPTIONS OF DS800 

~25 Words 

The DuraSled DS800 is a linear barcode scanning sled with Bluetooth® wireless technology. Insert your 
XCover Pro and you are ready to go. 
 

~50 Words 

The DuraSled DS800 is a linear barcode scanning sled with Bluetooth® wireless technology. The DS800 
can scan 1D barcodes printed on labels or displayed on device screens. Insert your XCover Pro and you 
are ready to go. 
 

~100 Words 

The DuraSled DS800 is a linear barcode scanning sled with Bluetooth® wireless technology. Users can 
scan 1D 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, it enables one-
handed scanning solution. Ideal for retail point of sale, inventory management, sales order entry, field 
service, and other mobile business applications. Insert your XCover Pro and you are ready to go. 
 

DESCRIPTIONS OF DS800 WITH CHARGING DOCK 

~25 Words 

The DuraSled DS800 is a linear barcode scanning sled with Bluetooth® wireless technology that includes 
a Charging Dock. Insert your XCover Pro and you are ready to go. 
 

~50 Words 

The DuraSled DS800 is a linear barcode scanning sled with Bluetooth® wireless technology that comes 
with a Charging Dock to charge and store both sled and smart device. The DS800 can scan 1D barcodes 
printed on labels or displayed on device screens. Insert your XCover Pro and you are ready to go. 
 

~100 Words 

The DuraSled DS800 is a linear barcode scanning sled with Bluetooth® wireless technology that comes 
with a Charging Dock to conveniently charge and store the sled and smart device. Users can scan 1D 
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, it enables one-
handed scanning solution. Ideal for retail point of sale, inventory management, sales order entry, field 
service, and other mobile business applications. Insert your XCover Pro and you are ready to go. 



 

DESCRIPTIONS OF DS800 WITH 6 BAY CHARGER 

~25 Words 

The DuraSled DS800 is a linear barcode scanning sled with Bluetooth® wireless technology that includes 
a 6 Bay Charger. Insert your XCover Pro and you are ready to go. 
 

~50 Words 

The DuraSled DS800 is a linear barcode scanning sled with Bluetooth® wireless technology that comes 
with a 6 Bay Charger to charge and store up to six sleds and smart devices. The DS800 can scan 1D 
barcodes printed on labels or displayed on device screens. Insert your XCover Pro and you are ready to 
go. 
 

~100 Words 

The DuraSled DS800 is a linear barcode scanning sled with Bluetooth® wireless technology that comes 
with a 6 Bay Charger to conveniently charge and store up to six sleds and smart devices. Users can scan 
1D 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, it enables one-
handed scanning solution. Ideal for retail point of sale, inventory management, sales order entry, field 
service, and other mobile business applications. Insert your XCover Pro and you are ready to go 

 

KEY SELLING POINTS 

• Interchangeable Scanner - Barcode scanner can be used separately, attached to the XCover Pro, 
or inserted into any sized DuraCase.  

• Interchangeable Accessories – All accessories for DuraSled, DuraScan 800 Series and 
DuraCase are the same.  

• Combines and protects both your Android device and 800 Series scanner with a durable  
Elastomeric (rubber) case.  

• Integrates connectors from both devices directly into the case for dual charging.  
• Features magnetic contacts for ease of docking. Designed & made in USA.   



DS800の特徴 

DS800＆充電ドックの特徴 

 
 

 

~90文字 

 

DuraSled DS800は、Bluetooth®ワイヤレステクノロジーを搭載したリニアバーコードスキャニ

ングスレッドです。XCover Proを装着すると、すぐに使用できます。 
 
 

~150文字 

 

DuraSled DS800は、Bluetooth®ワイヤレステクノロジーを搭載したリニアバーコードスキャニ

ングスレッドです。DS800は、ラベルに印刷された1D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をスキャンすることができます。XCover Proを装着すると、すぐに使用

できます。 
 
 

~270文字 

 

DuraSled DS800は、Bluetooth®ワイヤレステクノロジーを搭載したリニアバーコードスキャニン

グスレッドです。お客様はラベルに印刷された1Dバーコードやスクリーンに表示されたバーコ

ードをスキャンすることができます。携帯性、耐久性に優れた設計で、最大2つのシフト分まで

使用できる長持ちの電池です。外側のゴム素材が落下保護としての耐久性を強化します。使い

やすく、片手操作でスキャンできます。 小売 POS、在庫管理、受注処理、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最適です。XCoverに装着するだけで準備OKです。 
 

 

~100文字 

 

DuraSled DS800 は、Bluetoothワイヤレステクノロジーを搭載したリニアバーコードスキャニン

グスレッドで、充電ドックがついてきます。XCover Proに装着するだけで準備OKです。 
 

~190文字 

 

DuraSled DS800 は、Bluetoothワイヤレステクノロジーを搭載したリニアバーコードスキャニ

ングスレッドで、スレッドとスマートデバイスの両方を同時に充電し配置できる充電ドック

がついてきます。DS800 は、ラベルに印刷された1Dバーコードやデバイスのスクリーンに表

示された1Dバ ーコードをスキャンできます。XCover Proに装着するだけで準備OKです。 
 

~320文字 

 

DuraSled DS800は、Bluetoothワイヤレステクノロジーを搭載したリニアバーコードスキャニング

スレッドで、スレッドとスマートデバイスの両方を同時に便利に充電し配置できる充電ドッ 
クがついてきます。お客様はラベルに印刷された1Dバーコードやデバイスのスクリーンに表示

された1Dバーコードをスキャンできます。携帯性と耐久性に優れた設計で、2 シフトまで継続

で使用できる長持ちの電池です。外側のゴム素材が落下保護としての耐久性を強化します。使

いやすく、片手操作でスキャンできます。小売 POS、在庫管理、受注処理、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最適です。XCover Proに装着するだけで準備OKです。 

Xcover Pro向けのDurasled DS800 リニアバーコードスキャニングスレッド 



主要なセールスポイント 

 

 

~100文字 

 

DuraSled DS800 は、Bluetoothワイヤレステクノロジーを搭載したリニアバーコードスキャニン

グスレッドで、6連充電ドックがついてきます。XCover Proに装着するだけで準備OKです。 
 
 

~200文字 

 

DuraSled DS800 は、Bluetoothワイヤレステクノロジーを搭載したリニアバーコードスキャニン

グスレッドで、最大6つのスレッドとスマートデバイスを同時に充電し、配置する事できる6連
充電ドックがついてきます。DS800 は、ラベルに印刷された1Dバーコードやデバイスのスクリ

ーンに表示された1Dバーコードをスキャンできます。XCover Proに装着するだけで準備OKです。 
 
 

~320文字 

 

DuraSled DS800 は、Bluetoothワイヤレステクノロジーを搭載したリニアバーコードスキャニング

スレッドで、最大6つのスレッドとスマートデバイスを同時に充電し、配置する事できる6連充

電ドックがついてきます。お客様はラベルに印刷された1Dバーコードやデバイスのスクリーン

に表示された1Dバーコードをスキャンできます。携帯性と耐久性に優れた設計で、2 シフトまで

継続で使用できる長持ちの電池です。外側のゴム素材が落下保護としての耐久性を強化します。 
使いやすく、片手操作でスキャンできます。小売 POS、在庫管理、受注処理、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最適です。XCover Proに装着するだけで準備OKです。 
 
 
 

 

• 交換可能なスキャナー - バーコードスキャナーは、別々に使用したり、他の XCover Pro 

• に装着したり、全てのサイズのDuraCaseに装着することができます。 
• 交換可能なアクセサリー – DuraSled、DuraScan 800 シリーズ、DuraCase のすべて 
• のアクセサリーは互換性があります。 
• 耐久性のあるエラストマー (ゴム) ケースでAndroidデバイスと800シリーズスキャナー

のセットを両方とも保護します。 
• 両方のデバイスからのコネクタをケースに直接連結して同時充電を実現します。 
•  マグネットの接点を用いているため、ドッキングが簡単です。アメリカで設計及び製造 

DS800＆6連充電ドックの特徴 
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