
Get Started with your 
SocketScan® S550

Go Green - For manuals, go to socketmobile.com/downloads 

• Made for tap-and-go,  
smart card and NFC          
applications

• Reads HF tags and        
writes lock/unlock tags

• Works with               
supported applications 
over Bluetooth Low 
Energy BLE

• Programmable audible 
feedback

• Intuitive changeable 
LEDs

   Learn More

Thank you for purchasing the S550, 
the NFC reader/writer for your app!



Let’s get started with your S550 
and compatible app!

*Compatible apps are created with Socket Mobile’s Capture SDK.



Package Contents

SocketScan 
S550

Active 
Surface 

(non slip)

Security 
Cable

For the complete user guide:socketmobile.com\downloads

Charging 
Cable

Tap Here 
Sticker

Membership
Demo Pass

Socket Mobile New Membership Pass
https://socketmobile.com/new-member-passes

TAP OR SCAN TO GET PASS

Bonus items:



S550 Set Up

2. Power On
Press the power button to turn on when S550 is 
battery operated.

*Automatically turns on when connected to power.

1. Charge Your S550
Connect to power using the charging cable and 
charge the battery.

Charging connector

*Power button



S550 Set Up                  
3. Pair Your S550
The S550 will announce the mode “Reader”  
  
Step 1: Open your app, wait until you hear 
“connected”, then you are ready to go! (Your 
app is designed to connect automatically to the S550)

To register, download Socket Mobile Companion app.

No app? Download Nice 2CU from the app store. This 
simple app will demonstrate a quick check in/check 
out.



4. Read NFC Data
Launch your app and place membership card or 
mobile pass on top of the reader.

S550 Set Up

Congratulations, your S550 is set up!



Optional Customization
Place the Active Surface and/or TAP HERE sticker
Step 1: Peel plastic off to place on top of the S550.



Attach Security Cable

Step 1:  
Step 2: 
Step 3: 
Step 4:                    

Optional Customization

Remove battery door.
Feed the string loop through the eyelet.
Pull the gimbal through the string loop.
Pull tight so the string loop is secure.                   



Important Information

Safety, Compliance and Warranty

Safety and Handling: 
See Safety and Handling in the User Guide and 
Regulatory Compliance. 
www.socketmobile.com/regulatory-compliance

Regulatory: 
Regulatory information, certification and compliance marks specific to 
the Socket Mobile Barcode scanner are available in the User Guide or 
Regulatory Compliance at: 
www.socketmobile/regulatory-compliance.

IC and FCC Compliance Statement: 
This device complies with Industry Canada licenseexempt RSS stan-
dard(s).  This device complies with part 15 of the FCC rules.  Operation 
is subject to the following two conditions: (1) this device may cause 
interference, and (2) this device must accept any interference, including 
interference that may cause undesired operation. 

EU Compliance Statement: 
Socket Mobile hereby declares that this wireless device is in compliance 
with the essential requirements and other relevant provisions of the 
R&TTE Directive.

Remove battery door.
Feed the string loop through the eyelet.
Pull the gimbal through the string loop.
Pull tight so the string loop is secure.                   



Battery and Power Supply:   
The scanner contains Battery Friendly® technology-  
rechargeable, replaceable batteries lasting over 8 hours. 
Rechargeable batteries may present a risk of fire or chemical burn if 
mistreated. Do not charge or use the unit in a car or similar place where 
the inside temperature may be over 60 degrees C or 140 degrees F. For 
the full battery and battery charging warning statement and disposal 
information, go to User Guide or Regulatory Compliance: 
www.socketmobile.com/regulatory-compliance

Limited Warranty Summary: 
Socket Mobile Incorporated (Socket) warrants this product against 
defects in material and workmanship, under normal use and service, for 
one (1) year from the date of purchase. Product must be purchased new 
from a Socket Authorized Distributor or Reseller. Used products and 
products purchased through non-authorized channels are not eligible 
for this warranty support. Warranty benefits are in addition to rights 
provided under local consumer laws. You may be required to furnish 
proof of purchase details when making a claim under this warranty.

Consumables such as batteries, removable cables, cases, straps, and 
chargers: 90 day coverage only.  
For more warranty information, visit: 
https://www.socketmobile.com/warranty

WEEE
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S550：NFCリーダーライターをご購入

いただき、ありがとうございます! 
• 据え置き型のNFCリーダ
ーライター 

• HFタグの読み取り、ロッ
ク/アンロックタグへの書
き込み 

Bluetooth Low 

Energy 

• プログラマブルな音声フィ
ードバック 

• 直観的なLED 

•  
 

Learn More Go Green - For manuals, go to socketmobile.com/downloads 

 



互換アプリを使ってS550を始める! 

 

*互換アプリはSocket MobileのCapture SDKを使って開発されたものです. 



同梱物 
 

 

 

 

 

SocketScan S550: 充電ケーブル 

 

 
 

デモ用メンバー
シップカード 

滑り止め 

フィルム 

Tap Here 
スティッ
カー 

セキュリティ
ケーブル 

 

 

 

 

 



同梱物 

 
詳細は:socketmobile.com\downloads



S550設定 
 

1. S550を充電します 
付属の充電ケーブルを充電コネクターに刺してない内蔵
の電池を充電してください（約4時間かかります。満充
電になると電源ランプが緑になります）. 

 

 

 
充電コネクタ 

 

2. 電源オン 
充電が完了したら電源ボタンを押して電源を入れてく
ださい. 

 

 

*電源ボタン 

 

*電源ケーブルを刺しておくと自動的に電源が入ります 



S550設定 
 

3. S550のペアリング 

電源が入ると、S550から“Reader”という声が流れます 

Step 1: アプリを開いて、 “connected”という声が聴こえた
ら使える準備ができました! (アプリはS550に自動接続するように
作られています) 

製品登録をするときは Socket Mobileの Companion appを

ダウンロードして行ってください。. 

アプリがまだないときはApp StoreからNice2CUアプリをダ
ウンロードしてください。これはチェックイン・チェック
アウトを管理するデモアプリです. 

  



S550設定 
 

4. NFCデータの読み取り 
アプリを立ち上げてメンバーシップカードやモバイルパ
スをS550の表面にかざしてください。. 

 

 
これでS550の設定が完了です! 



  オプション  
 

滑り止めのシールや、TAP HEREスティッカーをフ
ィルムをはがして貼ることができます 

 

 



  オプション  
 

 

 

セキュリティケーブルでS550の盗難を防止 

Step 1: 電池ドアーをプラスドライバーで外します. 

Step 2: ストリングループを穴に通します 
Step 3: ストリングループを通してジンバルを引きます. 
Step 4: ストリングループがしっかりするまで引きます. 



 

重要な情報 

 
安全性、コンプライアンス、保証安全性と取り扱い： 

ユーザーガイドおよび規制順守の安全性と取り扱いを参照してください。 

www.socketmobile.com/regulatory-compliance 

規制： 

Socket Mobile Barcodeスキャナーに固有の規制情報、認証、およびコン
プライアンスマークは、次のユーザーガイドまたは規制コンプライアンスで入
手できます。 

www.socketmobile / regulatory-compliance。 

ICおよびFCCコンプライアンスステートメント： 

このデバイスは、カナダ産業省のライセンス免除RSS標準に準拠しています。 

このデバイスは、FCC規則のパート15に準拠しています。 操作には、次の2

つの条件があります。（1）このデバイスは干渉を引き起こす可能性があり、
（2）このデバイスは、望ましくない操作を引き起こす可能性のある干渉を含
む、あらゆる干渉を受け入れる必要があります。 

EUコンプライアンスステートメント： 

Socket Mobileは、このワイヤレスデバイスがR＆TTE指令の必須要件およ
びその他の関連規定に準拠していることをここに宣言します。 

 

 



 

バッテリーと電源： 

リーダーには、8時間以上持続するBatteryFriendly®テクノロジー-充電式で交換可能

なバッテリーが含まれています。 

充電式バッテリーは、取り扱いを誤ると、火災や化学火傷の危険性があります。車内な

ど、内部温度が60°Cまたは140°Fを超える可能性のある場所でユニットを充電または

使用しないでください。完全なバッテリーおよびバッテリー充電の警告ステートメント

と廃棄情報については、ユーザーガイドまたは法令順守を参照してください。

www .socketmobile.com / Regulatory-compliance 

限定保証の概要： 

Socket Mobile Incorporated（Socket）は、購入日から1年間、通常の使用およ

びサービスの下で、材料および製造上の欠陥に対してこの製品を保証します。製品は、

Socket認定販売代理店または再販業者から新しく購入する必要があります。使用済み

製品および許可されていないチャネルを通じて購入した製品は、この保証サポートの対

象にはなりません。保証の特典は、地域の消費者法に基づいて提供される権利に追加さ

れます。この保証に基づいて請求を行う場合は、購入の詳細を証明するものを提出する

必要がある場合があります。 

 

バッテリー、取り外し可能なケーブル、ケース、ストラップ、充電器などの消耗品：

90日間のみ。 

保証の詳細については、https：//www.socketmobile.com/warrantyをご覧くだ

さい 

                        WEEE   
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