
SOCKETSCAN S800, LINEAR BARCODE SCANNER 

DESCRIPTIONS OF S800 

~25 Words 

The Socket Mobile S800 is a small, high-performance, 1D barcode scanner with Bluetooth wireless 
technology that easily attaches to a smartphone. Reads printed or on-screen barcodes. 
 

~50 Words 

The Socket Mobile S800 is a 1D barcode scanner with Bluetooth wireless technology. Attachable to 
smartphones, enabling one‐handed scanning of barcodes printed or displayed on device screens. The 
S800 is one of the smallest and lightest 1D barcode scanners, fitting in your pocket and the palm of your 
hand when attached to a smartphone. 
 

~100 Words 

The Socket Mobile S800 is a 1D imager barcode scanner with Bluetooth wireless technology. Small, thin 
and easy to use, the scanner is optimized for attaching to mobile devices, enabling one-handed 
operation. The S800 can scan barcodes printed on labels or displayed on device screens. It reads all the 
most popular 1D barcodes and is perfect for retail point of sale, inventory management, sales order 
entry, field service, and other mobile business apps. 
 
Approximately the same size as a credit card measuring less than ½ inch (1.27cm) thick and weighing 
less than two ounces, the S800 is one of the smallest and lightest barcode scanners available in the 
market today. The S800 slips neatly into your pocket and fits comfortably in the palm of your hand when 
attached to a smartphone.  

 

KEY SELLING POINTS 

• Bluetooth Wireless Technology - Connects easily to a wide range of Bluetooth enabled 
smartphones, tablets, notebook and desktop computers   

• 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.   

• Compatible with all Android and Windows devices and apps   
• Scanning - Reads all common 1D barcodes   
• Size & Weight – Measuring less than ½ inch (1.27cm) thick and weighing less than two ounces 

(48g)   
• User Feedback - With audible tones, hand pulsation and Bluetooth indicators   
• Long-Lasting Battery - Power to last over a full work day, up to 9 hours   
• One-Handed Operation – Attachable clip included 



S800の特長 

主なセールスポイント 

 
 

 

~115文字以下 

 

Socket Mobile S800 は、スマートフォンに簡単に取り付けられるBluetooth ワイヤレステクノロジ

ーの小型で高性能な1Dバーコードスキャナーです。印字されたバーコードやディスプレイ上のバ

ーコードを読み取ります。 
 
 

~175文字以下 

 

Socket Mobile S800 は、Bluetooth ワイヤレステクノロジーを搭載した1Dバーコードスキャナーで

す。スマートフォンに装着させて、画面上や印字されたバーコードを片手操作で読み取ること

ができます。S800は、最小かつ最軽量の1Dバーコードスキャナーの1つで、スマートフォンに装

着させれば、ポケットや手のひらにすっぽり収まります。 
 
 

~365文字以下 

 

Socket MobileS800は、Bluetoothワイヤレス技術を搭載した1Dイメージャーバーコードスキャナ

ーです。小型、薄型、使いやすいスキャナーは、スマートフォンへの装着に適した設計で、片

手操作を実現します。S800は、ラベルに印字されたバーコードやデバイスのスクリーンに表示

されたバーコードをスキャンできます。最も利用されている全ての1Dバーコードを読み取るた

め、小売POS、在庫管理、受注入力、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

プリ向けに最適です。 
 

S800はクレジット カードとほぼ同じサイズで厚さ1.27cm以下、重さ48グラム以下で、現在市場

に出回っている中で最小かつ最軽量のバーコードスキャナーの1つです。S800はポケットにす

っぽり入り、スマートフォンに装着すると手のひらに快適に収まります。 
 
 
 

 

• Bluetooth ワイヤレステクノロジー – Bluetooth 対応のさまざまなスマートフォン、タ

ブレット、ノートPC、デスクトップコンピュータに簡単に接続できます。 
• Apple による iOS デバイスの認定 – 互換性の保証 - 700以上のアプリにCapture SDKが組み込

まれており、Socket Mobileスキャナーは現在市場に出ている中でも最もネイティブに統合さ

れたスキャナーの1つです。また、Socket MobileのスキャナーはHID (キーボード エミュレー

ション) モードで使用できるあらゆるアプリと100%の互換性があり、開封後すぐに使用できま

す。  
• 全てのAndroid および Windows デバイス＆アプリと互換性があります。 
• スキャニング – 全ての一般的な1Dバーコードを読み取ります。 
• サイズ&重量 – 1.27cm以下の厚さと48g以下の重量です。 
• ユーザーフィードバック – 聞き取りやすいトーン音、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 - 1営業日以上の（9時間まで）電池がもちます。 
• 片手操作 – 着脱可能なクリップが付属しています。 

SOCKETSCAN S800リニアバーコードスキャナー 


	SocketScan S800, Linear Barcode Scanner
	Descriptions of S800
	Key Selling Points


