
SOCKETSCAN S840, UNIVERSAL BARCODE SCANNER 

DESCRIPTIONS OF S840 

~25 Words 

The Socket Mobile S840 is a small high-performance 2D/1D barcode scanner with Bluetooth wireless 
technology that easily attaches to a smartphone. Reads printed or on-screen barcodes. 
 

~50 Words 

The Socket Mobile S840 is a high-performance 2D/1D barcode scanner with Bluetooth wireless 
technology. Attachable to smartphones, enabling one‐handed scanning of barcodes printed or displayed 
on device screens. The S840 is one of the smallest and lightest 2D barcode scanners, fitting in your 
pocket and the palm of your hand when attached to a smartphone.  
 

~100 Words 

The Socket Mobile S840 is a fast-scanning 2D/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 S840 can scan barcodes printed on labels or displayed on device 
screens. It reads all the most popular 2D/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 S840 is one of the smallest and lightest barcode scanners available in the 
market today. The S840 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, notebooks 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 can work as a keyboard and are 100% compatible with 
any app out-of-the-box in HID (keyboard emulation) mode.  

• Compatible with all Android, Apple and Microsoft Windows devices and apps  
• Scanning – Fast 2D & 1D, omni-directional, barcode scanning with highly visible and safe LED 

aimer  
• Decoding Ability - Reads damaged and poorly printed barcodes  
• LED Aimer - Bright, rectangular illumination field with LED pointer for precise aiming  
• 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 10 hours 



    SOCKETSCAN S840, 汎用バーコードスキャナ―     

 

   S840の概要      

~25 ワード  

Socket Mobile S840 は、スマートフォンに簡単に取り付けることができるワイヤレステクノロジーを

備えた小型 Bluetooth 高性能 2D/1D バーコードスキャナーです。印刷または画面上のバーコードを読

み取ることができます。  

 

~50 ワード  

ソケットモバイル S840は、Bluetoothワイヤレステクノロジーを搭載した高性能 2D/1Dバーコードス

キャナーです。スマートフォンに取り付け可能で、デバイスの画面に印刷または表示されたバーコード

を片手でスキャンできます。S840 は、スマートフォンに取り付けるとポケットや手のひらに収まる、

最小かつ最軽量の 2Dバーコードスキャナーの 1つです。 

 

~100 ワード 

ソケットモバイル S840は、Bluetoothワイヤレステクノロジーを搭載した高速スキャン 2D/1Dイメー

ジャーバーコードスキャナーです。小型、薄型、使いやすいこのスキャナーは、モバイルデバイスへの

取り付けに最適化されており、片手で操作できます。S840 は、ラベルに印刷されたバーコードやデバ

イス画面に表示されているバーコードをスキャンできます。ほとんどのポピュラーな 2D / 1Dバーコー

ドをすべて読み取り、小売 POS、在庫管理、販売注文入力、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に最適です。クレジットカードとほぼ同じサイズで、厚さ 1.27cm、重量 56gの S840

は、今日の市場で入手可能な最小かつ最軽量のバーコードスキャナーの 1つです。 S840はポケットに

すっきりと収まり、スマートフォンに取り付けると手のひらに快適に収まります。 

 

主なセールスポイント 

 • Bluetoothワイヤレス技術- Bluetooth対応のスマートフォン、タブレット、ノートブック、デスク

トップコンピューターに簡単に接続できます 

• Apple for iOS認定 –  Capture SDKが 700 +以上のアプリに統合された Socket Mobileスキャナー

は、今日入手可能な最もネイティブに統合されたスキャナーの 1つです。ソケットモバイルのスキャナ

ーはキーボードとして機能し、HID(キーボードエミュレーション)モードで使用できるアプリと 100%

互換 

 • Android, Apple並びにMicrosoft Windowsデバイス・アプリで使えます。 

 • スキャニング – 2D & 1Dバーコードを高速、無指向でスキャン。見やすく安全なエイマー付き 

 • デコード機能 - ダメージを受けたり、印字品質の悪いバーコードもデコードできます。 

• LEDエイマー- 明るく、四角い LEDポインターで、バーコードに正確にあてることができます。  

• 小型軽量 – 1.27mmという薄型で、56gという超軽量 

 • ユーザーフィードバック - スキャン成功を知らせる可聴音と振動 

 • 長時間電池動作 - 満充電から 10時間の連続電池動作 
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