
Durasled DS860, Ultimate Barcode Scanning Sled for XCover Pro 

DESCRIPTIONS OF DS860 

~25 Words 

The DuraSled DS860 is a scanning sled for the XCover Pro. It scans 1D/2D barcodes, DotCode and 
MRZ/passports one-handed with Bluetooth wireless technology. Simply insert your XCover Pro, pair 
your scanner and you are ready to go. 
 

~50 Words 

The DuraSled DS860 is a scanning sled that provides one-handed, versatile scanning solutions for XCover 
Pros with Bluetooth wireless technology. The DuraSled scans 1D, 2D barcodes, OCR A & B fonts, OCR 
USC, OCR passport, OCR MICR (E13B) fonts and DotCode. It creates a protective, dual-charging scanner, 
allowing merchants to scan products’ barcodes and consumers’ passports with one device. Simply insert 
your XCover Pro, pair your scanner and you are ready to go. 
 

~100 Words 

The DuraSled is a scanning sled for 1D/2D barcodes and travel identification reading, with Bluetooth 
wireless technology for XCover Pro. The DS860 scans 1D, 2D barcodes, OCR A & B fonts, OCR USC, OCR 
passport, OCR MICR (E13B) fonts and DotCode while the sled protects devices from tumbles. It is easy-
to-use and ideal for the travel industry, retail point of sale, field service or mobile service workers. 
Simply insert your XCover Pro, pair your scanner and you are ready to go. The sled creates a one-handed 
solution that will allow merchants to scan barcodes of products and the passports of consumers with 
one device. 
 

DESCRIPTIONS OF DS860 WITH CHARGING DOCK 

~25 Words 

The DuraSled DS860 is a durable universal barcode scanning sled and passport reader with Bluetooth® 
wireless technology. Reads popular 1D, 2D barcodes, Dot Code, travel identifications, OCR and 
MRZ/passports. It comes with a Charging Dock to conveniently charge and store the scanner sled. Insert 
your XCover Pro, pair your scanner and you are ready to go 
 

~50 Words 

The DuraSled DS860 is a durable universal barcode scanning sled and passport reader with Bluetooth® 
wireless technology that comes with a Charging Dock. The dock conveniently charges and stores the 
scanner and smart device. The DS860 reads popular 1D, 2D barcodes, Dot Code, travel identifications, 
OCR and MRZ/passports, which is perfect for the travel industry and retail point of sale. Insert your 
XCover Pro, pair your scanner and you are ready to go. 



 

~100 Words 

The Socket Mobile DS860 is a durable barcode scanning sled and travel ID reader with Bluetooth® 
wireless technology that comes with a Charging Dock to conveniently charge and store the scanner. The 
DS860 reads all of the most popular 1D, 2D barcodes, Dot Code, travel identifications, OCR and 
MRZ/passports. Users can scan barcodes printed on labels or displayed on screens. It is perfect for the 
travel industry, retail point of sale, inventory management, sales order entry, field service, and other 
mobile business applications. Merchants can scan barcodes of products and the passports of consumers 
with one device. The external rubberized material increases drop protection. The DS860 fits comfortably 
in the palm of your hand when smartphone is inserted. With the Charging Dock, the DS860 has a home 
to charge. Insert your XCover Pro, pair your scanner and you are ready to go 
 

DESCRIPTIONS OF DS860 WITH 6 BAY CHARGER 

~25 Words 

The DuraSled DS860 is a universal barcode scanning sled and travel identification reader with 
Bluetooth® wireless technology. Use the 6 Bay Charger to charge and store up to six sleds and XCover 
Pros. 
 

~50 Words 

The DuraSled DS860 is a universal barcode scanning sled and travel ID reader with Bluetooth® wireless 
technology that includes a 6 Bay Charger. The dock charges and stores up to six sleds and smart devices. 
The DS860 reads 1D, 2D, Dot Code, and travel identifications - ideal for the travel industry. Insert your 
XCover Pro and you are ready to go. 
 

~100 Words 

The Socket Mobile DS860 is a barcode scanning sled and travel ID reader with Bluetooth® wireless 
technology. The bundle includes a 6 Bay Charger to charge and store up to six sleds and smart devices. 
The DS860 reads the most popular 1D, 2D, Dot Code and travel identifications. Users can scan barcodes 
printed on labels or displayed on screens. It is perfect for the travel industry, retail point of sale, 
inventory management, sales order entry, field service, and other mobile business applications. The 
DS860 fits comfortably in the palm of your hand as a one-handed scanning solution. 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.   



DS860の特徴 

DS860＆充電ドックの特徴 

 
 

 

~150文字以下 

 
DuraSled DS860は、XCoverPro用のスキャニングSledです。Bluetoothワイヤレステクノロジーを

利用して1D / 2Dバーコード、DotCode、MRZ/パスポートを片手でスキャンできます。XCover 
Proをはめ込んでし、スキャナーをペアリングするだけで準備完了です。 

 

~300文字以下 

 

DuraSled DS860はBluetoothテクノロジーを採用しており、XCoverPro向けの片手操作で多用途の

スキャンソリューションを実現させるスキャニングSledです。DuraSledは、1D、2Dバーコード、

OCR A＆Bフォント、OCR USC、OCRパスポート、OCR MICR（E13B）フォントおよびDotCodeがス

キャン可能です。保護用のデュアル充電スキャナー（デバイス同時充電可能）として動作し、

店舗側が1つのデバイスで商品のバーコードとお客様のパスポートを両方スキャンできるよう

にします。 XCover Proをはめ込み、スキャナーをペアリングするだけで、準備完了です。 
 
 

~350文字以下 

 

DuraSledは、XCover Pro用のBluetoothテクノロジーを搭載した1D/2Dバーコード＆トラベルIDの
読み取り用スキャニングスレッドです。 DS860は、1D、2Dバーコード、OCR A＆Bフォント、

OCR USC、OCRパスポート、OCR MICR（E13B）フォント、およびDotCodeの読み取りが可能でデ

バイスを外部の衝撃からも守ります。使い勝手が良いため、旅行業界、小売POS、フィールド

サービスや業務中に移動を伴うモバイルワーカーにも最適です。 
XCover Proをはめ込み、スキャナーをペアリングするだけで、準備完了です。このスレッドを

使用すれば、店舗でもたった1つのデバイスで商品のバーコードとお客様のパスポートをスキ

ャンできる片手ソリューションが実現します。 
 
 

 

~220文字以下 

 

DuraSled DS860は、Bluetooth®ワイヤレステクノロジーを備えた堅牢な汎用バーコードスキャニン

グスレッドでありパスポートリーダーでもあります。最も流通している1D、2Dバーコードだけで

なくドットコード、旅行ID、OCR、MRZ/パスポートも読み取ります。スキャナースレッドを便利

に充電し、配置することができる充電ドックが付いています。XCover Proをはめ込み、スキャナ

ーをペアリングすれば準備完了です。 
 
 

~270文字 

 

DuraSled DS860はBluetooth®ワイヤレステクノロジーを備えた、堅牢な汎用バーコードスキャ

ニングスレッドであり、パスポートリーダーでもあります。また充電ドックとセットになっ

ています。便利な充電ドックは、スキャナーとスマートデバイスを充電して配置することが

できます。DS860は、最も流通している1D、2Dバーコードだけでなくドットコード、旅行ID、
OCR、MRZ /パスポートも読み取れるため、旅行業界や小売POS向けに最適です。XCover Proを

XCover Pro 向けのDurasled DS860 究極のバーコードスキャニングSled  



DS860＆6 連充電ドックの特徴 

セールスポイント 

はめ込み、スキャナーをペアリングすれば、準備完了です。 

 
~460文字以下 

 

 
Socket Mobile DS860は、Bluetooth®ワイヤレステクノロジーを備えた耐久性のあるバーコードス

キャニングスレッドであり、トラベルIDリーダーでもあります。またスキャナー充電し便利に

配置できる充電ドックが付いています。DS860は、最も流通している1D、2Dバーコード以外に

ドットコード、旅行ID、OCR、MRZ/パスポートなども全て読み取ります。ラベルに印刷された

バーコードや画面に表示されたバーコードもスキャンできます。旅行業界、小売POS、在庫管

理、受注管理、フィールドサービス、およびその他のモバイルビジネスアプリケーションに最

適です。店舗側は、商品のバーコードとお客様のパスポートを1つのデバイスでスキャンでき

ます。外側のゴムで作られた素材は落下衝撃保護性能を高めます。DS860は、スマートフォン

に装着させると手のひらにすっぽりフィットします。充電ドックを使用すると、DS860の充電

台として活躍します。 XCover Proをはめ込み、スキャナーをペアリングすれば、準備完了です。 
 
 

 

~120文字以下 

 

DuraSled DS860は、Bluetooth®ワイヤレステクノロジーを備えた汎用バーコードスキャニングス

レッドであり旅行IDリーダーでもあります。6連充電ドックを使用して、最大6つのスレッドと

XCoverProを充電し、収納できます。 
 
 

~190文字以下 

 

DuraSled DS860は、Bluetooth®ワイヤレステクノロジーを備えた汎用バーコードスキャニングスレッ

ドであり、トラベルIDリーダーでもあります。ドックには最大6つのスレッドとスマートデバイス

を収納し充電できます。 DS860は、1D、2D、ドットコード、および旅行IDを読み取り可能で旅行業

界に最適です。 XCover Proをはめ込むだけで準備完了です。 
 

~340文字以下 

 

Socket Mobile DS860は、Bluetooth®ワイヤレステクノロジーを備えたバーコードスキャニングス

レッドでトラベルIDリーダーでもあります。こちらのセットには最大6つのスレッドとスマート

デバイスを収納し充電できる6連充電ドックが含まれています。DS860は、最も流通している1D、
2D、ドットコード、および旅行IDを読み取ります。ラベルに印刷されたバーコードや画面に表

示されたバーコードもスキャンできます。旅行業界、小売POS、在庫管理、受注管理、フィー

ルドサービス、およびその他のモバイルビジネスアプリケーションに最適です。DS860は、片

手スキャニングソリューションとして手のひらに快適にフィットします。 XCover Proをはめ込

むだけで準備完了です。 
 
 
 

 

• 交換可能なスキャナー–バーコードスキャナーは、単品で使用したり、XCover Proに装着したり、

各種のサイズのDuraCaseに装着することもできます。 
• 交換可能なアクセサリ– DuraSled、DuraScan 800シリーズ、およびDuraCaseのすべ

てのアクセサリは同じです。 



• Androidデバイスと800シリーズスキャナーの両方を耐久性のあるエラストマー（ゴム）

ケースで保護します。 
• 両方のデバイスの充電コネクタをケースに直接連結するためデュアルチャージング（同時充電）能

になります。 
• ドッキングを容易にするためのマグネットで繋げて正しく配置します。アメリカ産の製品です。 
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